
第 51 回⾔友会全国⼤会 
吃音ワークショップ 2017ｉｎ福岡・志賀島 

吃ってもよかろうもん！ 
 

 

日時 2017 年 11 月３日(金・祝)・４日(土)・５日(日） 

場所 休暇村志賀島  （福岡市東区勝馬 1803-1 電話 092-603-6631） 
 

 吃⾳者を取りまく社会的環境変化への対応、そして改めて吃⾳者⾃⾝に出来ることをテーマ 
にお届けできればと思います。福岡では２０年ぶりの開催ということで、福岡⾔友会⼀同が 
お迎えいたします。全国の皆様にお会いできるのを楽しみにしています。  

「吃⾳ワークショップ 2017ｉｎ福岡・志賀島」実⾏委員⻑・天野隆宏 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
主催 福岡⾔友会、ＮＰＯ法⼈全国⾔友会連絡協議会 
後援 厚⽣労働省 ⽂部科学省 福岡県 福岡市 福岡県教育委員会 福岡市教育委員会 
福岡県社会福祉協議会 （⼀社）福岡県⾔語聴覚⼠会 福岡県難聴・⾔語障害教育研究会（申請中含む） 
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１日目 11月３日（金）

13時～ 受付

①14時～ 出会いの広場

②15時～ 例会分科会（次ページ参照）

③17時～ 椎野直弥氏講演

「吃音者が楽に生きる方法」

18時30分～ フリータイム

④19時～ 言友会紹介＆夕食

⑤21時～ 総会とフリートーク

２日目 11月４日（土）

３日目 11月５日（日）

⑥６時30分～ 早朝レクレーション

（朝のお散歩会・魚釣り体験（先着順））

⑦７時30分～ 朝食

⑧８時30分～ 全言連の活動紹介と意見交換

⑨10時～ シンポジウム

「吃音者・その保護者を、専門的・当事

者視点から支援する」

⑩12時～ 昼食

⑪13時～ 講演「吃音外来の最前線」

医師 菊池良和

⑫15時～ 分科会（次ページ参照）

17時～ フリータイム

（休暇村そばの浜辺で写真撮影）

⑬18時～ 懇親会

⑭20時～ 音楽のつどい

⑮21時～ フリートーク

○吃音未来のしゃべり場

（世界大会や言友会の未来などを語り合いましょう

司会・斉藤圭祐）

○フリートークの場

⑯６時30分～ 早朝レクレーション（朝のお散歩会）

⑰７時30分～ 朝食

⑱８時30分～ マイメッセージ

⑲９時～ 東京大学スタタリングによる演劇

⑳11時～ まとめの会

㉑12時～ オプショナルツアー「マリンワールド海の中道」水族館

12時～ 世界遺産決定・宗像大社への送迎（先着順）

椎野直弥氏
［シイノナオヤ］

1984年（昭和59年）、北海道

北見市生まれ。吃音当事者。

札幌市の大学を卒業後、仕事

のかたわら小説の執筆を続け、

第四回ポプラ社小説新人賞に

応募。改稿した本作でデビュー。

菊池良和氏
九州大学病院耳鼻咽喉科

『ぼくは吃音ドクターです』『こ

どもの吃音ママ応援ＢＯＯＫ』な

ど著書監修多数。昨年「月９ドラ

マラヴソング」の監修を手掛けた。

中島美鈴氏
九州大学大学院人間環境学府

認知行動療法を専門とする臨床心理士。

「悩み・不安・怒りを小さくするレッス

ン」など著作多数。

見上
昌睦氏
福岡 教育

大学 教育

学部 教授

同大学付属幼稚園園長

吃音児教育に関する論文多数。

目野弘子氏
福岡言友会員。今回は

吃音のお子さんを持つ

立場からの参加。

久保健彦氏
麻生リハビリテー

ション大学校言語

聴覚学科アドバイ

ザー

言語聴覚士を目指す学生さんと

福岡言友会との交流会など実施。

⑨シンポジウム

パネリスト紹介



⑫分科会

ａ 認知行動療法を学ぼう！
担当 中島美鈴さん（臨床心理士）

私たち吃音者には、多くの「認知の歪み」があり

ます。認知行動療法を学習し、認知の歪みを修正し

ていきましょう。

ｂ メンタルリハーサル法を学ぼう！
担当 久保健彦さん（言語聴覚士）

メンタルリハーサル法は、学校や仕事などの社会

的場面でも話すことが楽になる訓練法です。声を出

して話す練習は一切行わない日本生まれのユニーク

な方法で吃音を改善していきます。

ｃ 知りたい！イギリスの吃音事情
担当 山田舜也さん（東京大学スタタリング）

８月にイギリス留学した山田さんによるイギリス

吃音事情の報告です。イギリスと日本の吃音者の違

いや共通点について報告していただきます。

ｄ 吃音あるある語り場～一人ではないよ
担当 菊池良和さん（医師）

「なんで、私だけ・・・」こんな思いを持ったこ

とがないでしょうか？日常生活において、うまくいっ

ていないことを愚痴る人・場があるでしょうか？も

し、吃音体験を内に秘めて、自分の中でためこんで

いる方、ご参加ください。新しい気づきを得る分科

会を目指します。

ｅ 吃音者が働くことについて皆で語り合おう
担当 森山勇二さん（福岡言友会）

吃音を持ちながら働くのは、いろいろと苦労が多

いものです。皆で話し合い、悩みを分かち合ってい

きましょう。

②例会分科会

「吃音者・その保護者を、専門的・当事者視点か

ら支援する」

吃音の問題はライフステージに応じて変化していき

ます。幼少時は保護者の悩みが大きく、思春期以

降は吃音者自身の悩みが大きくなっていきます。

支援する専門家・当事者５名のそれぞれの立場

から、吃音の問題をどう把握できるのか？を提案

していただきます。（パネリストは前ページ参照）

⑪講演会

「吃音外来の最前線」
吃音外来では幼児から70代まで様々な吃音相談

に対応しています。様々な悩みに対して、専門家

として、どう対応しているのか？を紹介します。

そして、病院ではできないけど、言友会だから

できることをまとめたいと思います。質問タイム

もあります。多くのご参加をお待ちしております。

（菊池良和）

⑨シンポジウム

A 名古屋

B 愛媛

C 北九州

D 福岡

E うぃーすた

休暇村志賀島

福岡空港・ＪＲ博多駅から地下鉄・鉄道で 寄駅ＪＲ西戸崎駅まで

約１時間。駅からは送迎バスをご用意しています。詳しくは休暇村ホー

ムページをご覧ください。https://www.qkamura.or.jp/shikano/

勝馬海水浴場に隣接しており、玄界灘を望む全室オーシャンビュー

の客室、温泉もあります。夕食は「和定食」と「バイキング」新鮮な

海の幸と四季折々の創作メニューが楽しめます。

各地でいろいろ

な例会が行われ

ています。他の

言友会の例会を

学び、自分の所

属する言友会の

例会との違いを

感じましょう。



参加日程 一般 大学・専門学 高校生 内容

全日程参加 29,000 26,000 25,000 ①～⑳　2泊5食

3～4日 15,600 13,600 12,100 ①～⑫　1泊2食
4～5日 17,100 15,100 13,600 ⑧～⑳　1泊2食
3日昼間のみ 1,000 500 0 ①～③
4日昼間のみ 2,600 2,100 600 ⑧～⑫　1食
・全日程参加は、部分参加より割安になっています。
・高校生の方は、宿泊食事の実費のみとなっています。
・中学生以下の方の宿泊参加費については、お問い合わせ下さい。
・ご夫婦、又は大学生以上のご家族でご参加の場合、1名の参加費を実費のみに割引いたします。
・上記以外の日程の場合の費用は、お申し込み後、折り返しお知らせします。

オプショナルツアー マリンワールド

入館料 2,300円（20人以上で1,840円）

大会終了後、送迎バスで10分の場所にあるマリンワー

ルド海の中道水族館にご案内します。（入館後、解散）

今年４月12日にリニューアルオープンし、全国的にも話

題の水族館になっています。なお入館料は大会期間中に

参加希望者を募り徴収します。

朝のお散歩会
休暇村周辺の散策です。

魚釣り体験（人数限定・先着順）

釣り好きの実行委員長・天野がご案内します。

同封の参加申し込み用紙に諸事項を記入の上、

１０月２４日（火）までにお申し込みください。

９月中旬頃から、ネットからもお申し込みができ

ます。

受付後、折り返し『参加のしおり』と一緒に郵

便振替用紙を送りしますので、できるだけ早くお

振込みください。

※７日前までのキャンセルは受付ます。それ以降

はお返しできない場合があるのでご了承ください。

参加申込書の送り先（いずれかの方法で）

郵送先 〒816-0811 福岡県春日市春日公園2-8-4

池田邦彦方 福岡言友会事務局

ＦＡＸ (186)092-582-6754

ネット 検索サイトで「全言連」

http://zengenren.org/

問い合わせ先 090-1417-0638

メール gmpcf689@ybb.ne.jp（実行委員長・天野隆宏）

参加申込のご案内

参加費

宗像大社送迎

今年７月９日に世界遺産への登録が決定した宗像大社へ福岡言友会の会員が車で送迎い

たします。 寄り駅で解散。人数限定となっていますので、先着順となりますま。

早朝レクレーション


