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栃木言友会は皆さんが自主的に主体的、 

楽しく活動できるセルフ・ヘルプ・グループです 
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Ｔでの生活 

Ｋ Ｍ 

 

7 月末、栃木からＴに移って 2 カ月が過ぎました。 

初めてのＴ生活で戸惑うことも多いのですが、何とかやっています。 

職場はＲＢのすぐ近くです。少し離れた場所にＳＴも見えます。 

Ｍ電車に乗りたくなかったので、職場の近くに部屋を借りて徒歩で通勤しています。 

職場の移動なので 100人くらい一緒に栃木からＴに移ったのですが徒歩通勤しているのは私

一人のようです。 

栃木では 2LDK の部屋で一人住んでいたのですが、今は 1K です。間取りをあきらめ、職

場に近い場所を選びました。掃除などはあまり好きではないので、1K でも今のところ苦に

なっていません。 

Ｔに来てから自転車を買い、時間ある時はぶらぶらしています。ＲＢを通りおＤまで行っ

たりＡまで行ったりしました。自転車に慣れれば、どんどん走行距離を増やしていこうかと

思っています。 

来年には栃木言友会の交流会に自転車で参加しようかと思っています。 

車はＴに来る時、手放しました。駐車場代があまりにも高く手放すしかありませんでした。 

免許を取ってから初めての車のない生活ですが電車と自転車があれば問題なさそうです。 

Ｔに来て気づいたのですが、Ｔ言友会の例会をしているＴ障害者福祉会館は自転車で 10 分

もかからない場所にありました。機会があれば行ってみようかと思っています。 

Ｓ→Ｍ→Ｓ→栃木→Ｔと会社の都合でいろいろ動いていますが、どこに行っても言友会があ

るのはありがたいです。 

特にＳから栃木に来た時は職種が全く変わってしまってかなり苦労しました。栃木言友会の

交流会でいろいろ話が出来たことで多くのことが救われました。 

今まで通り栃木言友会のホームページの更新は続けていきますし、たまには交流会にも顔

を出したいと思っています。 

その時はよろしくお願いいたします。 
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日時：平成 27年 9月 27日（日） 

場所：とちぎ福祉プラザ 4階 403会議室 

交流会進行：古川 13：30～16：30  

 

参加者：Ｋ、Ｈ（Ｓ新聞社）、Ｂ、Ｎ、Ｔ、Ｓ、古川、Ｆ   

計 ８名（敬称略） 

 

１．近況報告（秋に食べたくなる食べ物） 

Ｈ：Ｕ市から来ました。 

２年ぶりの参加ですが、お顔を拝見した方が多いな 

と思い、お話を聞いていました。 

ＺＧＲニュースをいつも送っていただき読ませて頂いています。 

Ｈ障害と吃音が、春頃から目について気になっていました。3 年前、Ｈ障害の長い

連載をしていて、Ｈ障害は個人的にとても関心がありました。 

Ｈ障害の捉え方、社会的な見られ方、難しさなどもわかっているつもりなので、今

回、吃音との関係で話題になっているのでお話を伺いたいと思い、参加しました。 

お時間をとっていただき、申し訳ありませんが、ざっくばらんに伺いたいです。 

秋に食べたいものは梨です。今日は朝、マラソン大会がＫＧＳ山であって、仲間や

子供たちと行き、4キロ走って来ました。参加賞は梨でした。 

ＫＧＳ山は梨農家が多いです。大きな梨を 4 個もらってきたので、夜に冷やして食べ

るのを楽しみにしています。 

 

古川：11日の水害では、自宅および古川の勤務先は被害にはあいませんでしたが、交通機関

が麻痺して社員の皆が出社出来ず、工場の操業は出来ませんでした。 

また、妻が勤務するスーパーは水没して 11日の営業は出来なかったそうです。 

本部の方がたくさん応援に来られ復旧作業を進めたことで 12日は 11 時から開店でき

たと聞いております。 

お盆にお墓参りが出来なかったので、9／１２(土)に妻の実家でありますＩ県Ｈ市ま

で車で行ってきました。お墓参りを済ませた後、Ｈ祭りがあり、市の会場へ実家の皆

さんと一緒に見てきました。当日はＭの参加数が 100 基を越えるとＧに挑戦をクリア

できるイベントがあり、Ｈ市中心の道路にはたくさんのＭが並んでおり、その迫力は

見るものを圧倒する光景でした。 

審査は厳重に行われ、Ｈ祭りに参加したＭの数は 110数基のぼり、見事Ｇ 

挑戦は達成されたようです。おそらくＨ市のＳ長さんだと思われる方が表彰状を持た

れている所も見てきました。その後、18 時 30 分にはＨ市を離れ一路栃木の自宅へと
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車を走らせ、0 時 30 分には帰宅しております。往復 900Km の道のりですが、最近の

2000ccの車は安定感、パワーもあり、あまり疲れることなく運転が出来ました。   

8月 29日、30日とＯ市で開催された日本Ｋ・Ｒ性障害学会の報告は別紙に掲載をし

ます。 

 

Ｔ：９月のシルバーウィークに２日有給休暇をとって、９連休にしました。 

これほど長く休んだことはなかったので、ペースが掴めませんでした。 

インターネットやアイポット、スマホといった通信機器の契約確認を徐々にしていま

す。子供は動かし方は詳しいですが、支払いはこちらがするので、時々チェックが必

要です。 

８月２７日、Ｕ市の文化会館にて開催された県民福祉のつどいに、行ってきました。

栃木言友会が１２年の長きにわたり活動してきた功績に対して表彰され、古川会長の

代理で行ってきました。 

私の１２年前は、家の事情で忙しく皆勤ではありませんでしたが、都合がつけば出席

させて頂きました。 

先月の交流会担当で久しぶりに実践課題のお話をさせて戴きましたので、再開しよ

うと思い、まずは今の私に役立つ FP３級の勉強を始めました。 

秋に食べたくなる食べ物は、果物や野菜は普段から食べていますので、秋は海産物

のサンマやカキなどと、少しばかりのお酒があれば最高です。 

 

Ｋ：Ｆ県Ｋ市から来ましたＫＴといいます。今日はよろしくお願いします。 

９月１０日の栃木県、Ｉ県の水害は大変な被害があり、テレビで水害の状況を見て大

変な被害で、驚きました。 

亡くなられた方も居られ、心から御冥福致します。 

秋に食べたくなる物は沢山ありますが、梨とかが好きです。 

 

Ｎ：皆さん、しばらくぶりです。近況は友人が亡くなり、お通夜やお葬式に行き、雨の中 

体調を崩して、風邪が抜けません。体力が衰えてきていると感じます。 

ホテルのナイトフロントの仕事は 9月は 1日しか出勤しておらず、経済的にひじょ 

うに苦しいです。 

つい最近は 50年前の職場の友人の奥さんが亡くなられたので香典を送りました。 

秋に食べたくなるものは、最近は食欲がおちて食べられないですが、今食べたいも 

のは焼肉です。果物や秋刀魚も良いですが、焼肉は食欲のない私でもＴのどぶろく 

と頂きたいです。 
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Ｓ：Ｉ県Ｋ市から来ました、お久しぶりです。 

近況ですが 9月の土曜日はＭＮさん関連で、5日はＲ、12日はＭ、19日はＳのＢドー

ムでのライブに行っていました。昨日、26日はファンの方々を集めてカラオケと飲み

会をやっていまして、はしゃぎすぎて現在、全身筋肉痛の喉がガラガラで身体がボロ

ボロでございます。 

Ｒは ANAの飛行機で行ったのですが、無人で荷物を預かってくれる機械があって驚

いたのですが、それを使っている人はあまりいなくて、利用者の大半が人が対応して

いる所に並んでいて、やっぱり無人だと不安に思えるのだなと思いました。 

秋に食べたいものは、秋刀魚ですね。 

 

Ｂ：Ｏ市から来ました。 

Ｋ川の水害のときは、県北も大雨が降りましたがＯは大きな被害は出ませんでした。

それでも、普段は歩いて渡れるような川が、濁流がごうごう流れる暴れ川になり、恐

ろしかったです。 

それから、８月末にＯで開かれた第３回Ｋ学会に参加してきました。今回は自分の研

究のデータ取りに忙しく、残念ながらあまり演題を聞けませんでした。 

秋に食べたいものは、Ｇ生のみかんです。酸味の多いほうが好きなので、なるべく青

いみかんを選んで買います。小ぶりなので、一気に２、３個食べてしまいます。 

 

Ｆ：9月 10日、豪雨でＩ県、栃木県、Ｍ県でたいへんな被害がありました。アルバイト先は

床上浸水して、営業停止になりました。 

会社の本部、警備会社、清掃会社が、泥水をかき出してくださいましたが、私は

駐車場まで行き営業中止と聞いて帰りました。お客様駐車場は湖水状態になってい

ました。 

帰る途中、タイヤが半分位水没して車が故障するのではと思いました。県内では亡

くなられた方もおられ、沈痛な思いです。私は休みになり家で報道を聴いていまし

たが、親戚や知人、ＹＡさん、ＦＫさんから心配の電話、メールがありました。自

分の家は助かりましたが、Ｇ市、Ｏ市、栃木市のすぐ近くで御生活が絶たれた方が

多いので、募金をしたいと思います。 

あとは私の実家から多くの野菜が送られてきました。両親は山の中で農業をして

います。自慢ですが、野菜を育てるのがうまく、おくら、きゅうり、なす、とうも

ろこしなど送られてきて、漬物や焼きトウモロコシなどにして堪能しました。 

秋の味覚と聞いて思い浮かぶものはさんま、栗、梨です。 

さんま塩焼き、栗ご飯は食が進むと思います。 

 

  ５ 



２．感 想 

Ｋ：今日はＳ新聞の記者の方が来て、Ｈ障害の話などが聞け、吃音もＨ障害も見た目では解

らない症状で、考えさせられました。 

 

Ｎ：皆さんの意見を聞いて考えましたが、「Ｈ障害の中にＧ障害が含まれる。Ｇ障害の中に吃

音が含まれる」という考えで良いのではないかと思います。吃音が改善すれば、Ｇ障

害も改善して、ひいてはＨ障害そのものも改善すると思います。 

Ｓ者手帳の件ですが、必要とする人はぜひ取ってもらいたいです。その方が生きる

事が楽になると思います。苦労ばかりする事が人生ではないと思います。 

 

Ｓ：交流会のテーマは中止になりましたが、『吃音とＨ障害』について長く話し合えたので

参考になりましたし、参加者の方々とバランス良く対談できたので良かったと思いま

した。ありがとうございました。 

 

Ｈ：恐縮至極ですが、本当に有意義な時間でした。忌憚のない意見を伺えたと思いますし、

皆さん、とまどいがあるのはその通りではと思いました。 

私ももう少し勉強して、10月に国際吃音啓発デーがあるそうなので、それに合わせ

て何らかの形で記事にまとめたいと思います。また詳細を古川さんを通して連絡をし

たいと思います。本当にありがとうございました。 

 

古川：今日の交流会にはＳ新聞社のＨ様が吃音とＨ障害について皆さんのご意見やご感想を

お聞きしたいと来てくださいました。お忙しい中時間とってくださり、栃木言友会交

流会に参加してくださったことに感謝します。 

Ｈ様は N法人ＺＧ連絡協議会の吃音Ｋ活動時期に合わせて吃音とＨ障害について記

事掲載をしてくださるとご検討してくださっております。ありがとうございます。 

また、本日の交流会はＳさん担当の「アニメ「Ｄもん」をベースに会談」のプログ

ラムでしたが、吃音とＨ障害へお時間を使ってくださいとご配慮を頂き、感謝したい

です。充分な時間を頂いてありがとうございます。今月の交流会にも県外からＦ県の

Ｋさん、Ｉ県のＳさん遠方よりの参加ありがとうございました。 

また、ＫさんからはＦ県のお土産、とても美味しかったです。 

特に十五夜に合わせて持ってきてくださったお団子は最高でした。 
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Ｂ：吃音の位置づけや障害認定について考えるいい機会になりました。 

吃音とＨ障害は周囲からの理解が十分に得られていないという点で共通している 

と思います。吃音の情報を発信し続けて行くことは大事なことだと感じました。 

 

Ｔ：今回の交流会のテーマは、ＺＧニュースを読まれたＨさんの提案されたテーマでしたが、

吃音者より吃音を客観的にみられていると思いました。 

他に趣味の話などもされ、親しみを感じました。 

これからもこれに懲りずに栃木言友会に足を運んで頂ければと思いました。 

 

Ｆ：「私は吃音です」、「Ｈ障害です」と恥ずかしがらずに周囲に公表できるようになろうと思

います。昔から浮いてばかりだったので、周囲の健常者や、言友会の皆の行動や言動

を見て勉強しています。「吃音」「Ｈ障害」がマイナスな印象にならずこういう障害（症

状）もあるのだと思ってもらえるよう伝えていこうと思います。 

   今日は十五夜でＫさんがお団子やお菓子を持って来てくださって、美味しくいただき

ました。 
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今月の交流会担当はＢさんです。ご期待ください。 

 

近況、交流会内容、感想も当日、またはメール（郵送）で、交流会終了後、3 日

以内に頂ける様ご協力よろしくお願いします。  

栃木言友会会費納入先、お近くの郵便局から  

郵便局口座番号 00190-1-760304   口座名称 栃木言友会 

会費納入 会員：鈴木（敬称略） 

御寄付３０００円をＧＨさんよりいただきました。ありがとうございました。            

１１月２２日(第 4日曜日・日光市)  １２月２７日(第 4日曜日・201会議室) 
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次回交流会のお知らせ  

日時・開催場所：10月 25日（日） とちぎ福祉プラザ 2階 201会議室               

14時 00分～16時 30分 栃木言友会交流会 

〒320-8508 宇都宮市若草 1－10－6  TEL028-621-2940 

    1階の案内は栃木言友会交流会になっています  

交流会内容：近況報告 「スポーツの秋 いつかしてみたいスポーツは？ 」 

交流会：「口・顔面のストレッチ 美顔・アンチエイジング効果も！？」  

担当：Ｂ 

エンカウンターゲーム：「この歌詞、吃音？ 「ぼくのお日さま」の紹介」 

 担当：Ｂ 

連絡先 〒329-4425栃木県栃木市大平町新 1385-33 古川元一 

 携帯 090-3138-1507  E-mail:genyut@mocha.ocn.ne.jp 

栃木言友会ホームページ http://tochigi.sakkt.net/index.html 
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