
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場所： 大阪市立青少年センター KOKO PLAZA （宿泊：同建物内 新大阪ユースホステル） 

主催： おおさか結言友会、NPO 法人 全国言友会連絡協議会 

後援： 大阪府言語聴覚士会、大阪府社会福祉協議会、厚生労働省 

緊急連絡先： osaka.zenkoku2019@gmail.com 

 

大会当日もリアルタイムで SNS 更新します！お楽しみに！ 

 

所属   

お名前   

参加プラン  

10/12(土) - - 夕食・宿泊 

10/13(日) 朝食 昼食 夕食・宿泊 

10/14(月祝) 朝食 - - 

部屋番号  食事グループ： 前半 ・ 後半 お風呂：  前半 ・ 後半 

しおりの紛失防止とご自身の確認用として、表紙には所属・名前・参加プラン・部屋番号をご記入の上、 

当てはまるものに○をつけてください。 

@gyk_zenkoku2019 @gyk.zenkoku2019

大会Twitter 大会Facebook

～逢・笑・知～

味わいつくそう

おおさかで ぶ吃音の輪

10
月 12日

(土)

14日

(月･祝)

～

むす

mailto:osaka.zenkoku2019@gmail.com
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【大会運営・施設利用に関するご案内とご注意】 

安心・安全な大会運営のためにご一読・ご協力ください。 

ルールに反した行為を行った場合、大会参加をご遠慮いただく場合がございます。 

 

① お互いの考えや価値観を尊重し合って、安心・安全に交流できる場にしましょう。 

 

② 大会中、撮影係による写真・動画撮影を行います。 

撮影にあたり配慮が必要な方は、受付時にスタッフまでお知らせください。 

名札に「撮影不可」の目印としてカラーシールを貼らせていただきます。 

＜SNS・言友会の機関誌（全国版、各地団体の会報を含む）・報告集等への写真掲載について＞ 

個人情報が特定できないよう「ぼかし処理」を行って掲載します。 

ただし、ご本人の許可があった場合は、「加工なし」で掲載する場合がございます。 

 ＜エンディングムービーでの写真利用について＞ 

  10/14(月祝) 閉会式にて 3 日間の様子を撮影したエンディングムービーを流します。 

使用する写真・動画は「加工なし」とします。 

他のイベントで使用する場合は、事前にご連絡を差し上げます。 

 

③ 写真や個人情報の扱いには細心の注意を払ってください。 

大会中に撮影した写真を SNS など不特定多数の目に触れる場に発信する際は、同意を得ていない方の

姿が写り込んでいないようにご注意ください。 

大会を通じて得られた個人情報を、ご本人の許可なく口外したり、SNS など不特定多数の目に触れる

形で発信したりすることはお控えください。 

 

④ エレベーターでの移動に時間がかかる場合がございます。 

 会場施設にはエレベーターが一基しかございません（宿泊専用エレベーターを除く）。 

プログラム間の移動には時間がかかる場合がございますので、お急ぎの方は階段をご利用ください。 

 

⑤ 10月 13 日(日)に昼食のお弁当を注文されていない方は、会場周辺施設をご利用ください。 

 会場周辺には徒歩圏内にカフェ・レストラン・コンビニエンスストア等がございますので、昼食を用

意されていない方はぜひご利用ください。 

 お弁当を注文されていない場合でも、メイン会場「2 階 エクスプレス・ココ」内に飲食物を持ち込ん

でご飲食していただくことは可能です。 
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⑥ チェックイン前・アウト後の荷物は、2階メイン会場「エクスプレス・ココ」に置いてください。 

 メイン会場に荷物置きスペースを設けます。貴重品は各自で管理ください。 

 

⑦ お食事・お風呂のご利用は「指定時間以内」にお願いします。 

宿泊する部屋ごとに朝食・夕食・お風呂の利用時間を指定しています。 

大会当日に部屋割りとともに掲示します。 

  ※朝食・夕食については、指定時間以外はご利用いただけません。 

  ※お風呂のみ「20～24 時、翌朝 6～8 時」であれば、指定時間以外もご利用いただけます。 

 

⑧ 会場・宿泊施設の利用方法は、施設の案内に準じます。 

喫煙スペース、災害時の対応、宿泊時の門限（24 時）などの詳細は p.9～10 に記載しています。 

騒ぎ声などで休まれている参加者のご迷惑にならないよう十分にご注意ください。 

 

⑨ ご不明な点やお困りごとはお近くのスタッフまで。 

 ご不明な点やお困りごとは、リボン・腕章を付けているスタッフまでお気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

 

       大会スタッフ         撮影係      相談係（トラブル発生時など） 

 

⑩ お帰りの際は、名札ケースを受付場所（2階ホワイエまたはエクスプレス・ココ）でご返却ください。 

 

【出発前の荷物チェック！】 

① 大会に参加される方： 受付番号が確認できるもの（メールを印刷した紙、携帯電話など）、筆記具 

② 宿泊もされる方： タオル類、着替え、寝間着、歯ブラシ・髭剃り・クシ等のアメニティ 

※施設にはシャンプー、リンス、ボディソープ、ドライヤーは用意されてい

ますが、それ以外のアメニティはございません。各自でご準備ください。 

※タオル・歯ブラシはユースホステル売店にて販売されていますが、数に限

りがあります（詳細は p.10）。 
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【大会中の書籍・グッズ等の販売について】 

2 階メイン会場「エクスプレス・ココ」にて吃音に関する書籍・グッズ等の販売を行います。 

10/12(土) 15:00～18:00 全国言友会連絡協議会、福岡言友会、きつねっとファクトリー 

10/13(日) 

12:00～15:00 全国言友会連絡協議会、福岡言友会、きつねっとファクトリー 

15:00～18:00 
第 53 回 言友会全国大会 実行委員会 

（近藤雄生 著『吃音 伝えられないもどかしさ』、CD 他販売） 

10/14(月祝) 11:30～12:30 第 53 回 言友会全国大会 実行委員会（CD 他販売） 

 

 

 

時間 内容 場所 

12:00～13:00 「全国言友会連絡協議会 総会」出席者向け受付開始 2 階 ホワイエ 

13:00～15:00 全国言友会連絡協議会 総会 

総会には全国言友会連絡協議会の加盟団体の代議員

のみ出席可能です。ただし、加盟団体の会員は傍聴す

ることができます。 

5 階 講義室 505 

本会開始 

14:00～15:00 全国大会 受付開始 

総会に参加されない方は、ここからご参加ください。 

2 階 ホワイエ 

15:00～16:20 オープニングセレモニー 

・主催者挨拶 

・エリザベス女王からの手紙紹介 

・ゲスト「紅しょうが」による漫才 

2 階 エクスプレス・ココ 

16:20～16:30 休憩  

16:30～17:00 言友会全体会議 アイスランド世界大会の報告 等 2 階 エクスプレス・ココ 

17:00～18:00 ユースホステルのチェックイン開始・荷物移動 

スタッフから部屋責任者に鍵をお渡しします。 

交流会（自由時間） 

9 階 客室 

18:00～20:00 夕食・風呂 部屋ごとに２交替制（各１時間）です。 10 階 食堂、浴室 

20:00～21:00 懇親会（言友会紹介あり） 10 階 食堂 

21:00～21:30 くじ引き大会 10 階 食堂 

21:30～ 各自自由行動 フリートークスペースは 10 階 食堂  

10/12(土) タイムスケジュール 
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※今大会の分科会は「当日その場で参加する分科会を決められる」システムですので、ご興味のある分

科会にご参加ください。ただし、ご希望の分科会が満席の場合は、他の分科会をご案内する場合がご

ざいます。 

時間 内容 場所 

7:30～9:00 朝食 部屋ごとに２交替制（各 45 分）です。 10 階 食堂 

8:45～9:10 13 日から参加される方の受付開始 2 階 ホワイエ 

9:10～10:10 分科会（前半の部） 

① 女性のつどい（４階 講義室 406） 

主催：レディース・スタタリング・サークル、全国言友会連絡協議会 

概要：吃音当事者の女性や、吃音のある方をご家族に持つ女性を対象とした交流会

です。吃音当事者の女性やご家族の女性の方と「話したい！」「繋がりたい！」

と思った方はぜひお気軽にご参加ください（女性限定のプログラムです）。 

② 言友会の歴史から学ぶ（5階 講義室 505） 

主催：綾部泰雄（東京言友会） 

概要：言友会は半世紀の歴史を経た。提案者は、ことばの教室との二足の草鞋で比

較的早期の言友会に関わり、今日に至った。言友会の創設から吃音者宣言、

セルフヘルプグループ、社会的支援という会の変遷について、私見を提案す

る。そしてこれからを担う参加者の方々と話し合いたい。 

③ DST（5 階 講義室 504） 

主催：全国言友会連絡協議会 

概要：DST とは 3 分間程のビデオクリップでその中に写真と音楽、ストーリーを語

る本人の声が録音された作品です。作品を作る過程で今までの自分の生き方

を振り返り、仲間からのアドバイスを受け、新しい自分を発見する方もいら

っしゃいます。本分科会ではこれまでに製作された DST 作品を観賞します。 

④ 吃音カードゲーム（８階 会議室 801） 

主催：おおさか結言友会 

概要：吃音カードゲームとは、「吃音に関する悩み」をお題として、配られたカード

を組み合わせてその解決方法を見つけ出していくゲームです。現在の自分に

は直接関係のないお題でも、ゲームを通して楽しみながら「解決方法のアイ

ディア」を蓄積しておくことで、将来の自分や仲間のお悩み解決のために役

立つかもしれません。さあ、みんなで楽しみましょう！ 

10:10～10:30 休憩・部屋移動  

10/13(日) タイムスケジュール 



5 

 

時間 内容 場所 

10:30～11:30 分科会（後半の部） 

⑤ 保護者のつどい（４階 講義室 406） 

主催：全国言友会連絡協議会 

概要：近年、全国で「吃音のある子どもの保護者の会」が増えてきておりますが、

まだまだ保護者の方が知り合う機会は多くないと思います。お子さまの年齢

によって保護者の方の悩みも違うと思いますが、保護者同士でいろんなお話

しませんか。皆様のご参加お待ちしております。 

⑥ 中高生のつどいスタッフ交流会（5階 講義室 505） 

主催：吃音のある中高生のつどい関西（京都府） 

協力：小中高校生の吃音のつどい（東京都） 

ゆうゆうゆう会（茨城県） 

   名古屋言友会・吃音ワークショップ for ユース（愛知県） 

   九州・中高校生吃音者のつどい（福岡県） 

概要：全国の「吃音のある（小）中高生向けイベント」の活動報告と運営に関する

意見交換を目的とした分科会です。前半は主催団体と繋がりのある各地団体

スタッフによる活動報告を行い、後半は見学者の方にも参加してもらいなが

ら、運営に関する意見交換のためのグループトークを行います。吃音のある

（小）中高生の方々や、活動に興味のある方々のご参加をお待ちしています！ 

⑦ 吃音支援を考える（5階 講義室 504） 

主催：おおさか結言友会 

概要：吃音支援での相談・悩みを共有しませんか？ 言語聴覚士や医師、保育士や心

理士、ことばの教室の先生など、職業として吃音支援に携わっている方、今

後携わろうとお考えの方の参加をお待ちしています。 

⑧ 音を楽しむつどい（2階 エクスプレス・ココ） 

主催：おおさか結言友会 

概要：合唱しませんか？ 上手い下手は関係なし！ みんなで楽しく歌いましょう♪ 

 曲は「上を向いて歩こう」です。 

11:30～11:40 休憩・部屋移動  

11:40～13:00 昼食（お弁当） 

昼食を用意されていない方は会場周辺施設をご利用く

ださい（施設内への持ち込み飲食は可能です）。 

2 階 エクスプレス・ココ 

13:00～13:50 マイメッセージ前半 

事前に希望された方による発表です。 

2 階 エクスプレス・ココ 
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時間 内容 場所 

13:50～14:10 休憩  

14:10～15:10 マイメッセージ後半 ＆ オープンマイク 

オープンマイクとは、ステージ上のマイクを用いて、

吃音についての思いや話したいことを全体に向けて

発信できる企画です。どなたでも飛び入りでマイクを

使えるので、皆さんも発表してみませんか？ 

※制限時間を設ける場合がございます。 

2 階 エクスプレス・ココ 

15:10～15:30 休憩  

15:30～17:30 講演会：『吃音 伝えられないもどかしさ』 

の執筆・出版を通して見えたこと 

講演者：近藤雄生（ライター） 

概要： 約 5 年かけて多くの吃音当事者や関係者の

思いを聞き、今年 1 月『吃音 伝えられな

いもどかしさ』を上梓しました。出版後に

感じ、考えたことをお話しします。 

※途中休憩が入ります。 

※15:00～18:00 に書籍販売 

17:30～18:00 にサイン会を行います。 

2 階 エクスプレス・ココ 

17:30～18:00 13 日から参加される方のチェックイン開始・荷物移動 

部屋責任者がご案内します。 

9 階 客室 

18:00～20:00 夕食・風呂 部屋ごとに２交替制（各１時間）です。 10 階 食堂、浴室 

20:00～21:30 懇親会 10 階 食堂 

21:30～22:00 コンサート 

ゲスト：清水裕治 

紹介： 関東を中心に作曲、作詞、シンガーとして 

活動中。NHK『バリバラ』出演経験あり。 

 

10 階 食堂 

22:00～ 各自自由行動 フリートークスペースは 10 階 食堂  
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時間 内容 場所 

7:30～9:00 朝食 部屋ごとに２交替制（各 45 分）です 10 階 食堂 

8:45～9:10 14 日から参加される方の受付開始 2 階 ホワイエ 

9:10～11:30 分科会（前・後半の２部制）  いずれも途中休憩が入ります 

⑨ 「ひとりぼっちをつくらない」言友会の社会的支援 

  ～社会福祉協議会と言友会活動との連携を考えよう！～（5 階 講義室 505） 

主催：後藤文造（奈良言友会・奈良市社会福祉協議会） 

講師：勝部麗子（豊中市社会福祉協議会） 

発題：立川英雄（全国言友会連絡協議会・福岡言友会） 

   卜部善行（筑後市社会福祉協議会） 

   笠倉毅昭（全国言友会連絡協議会・おおさか結言友会） 

概要：吃音という症状は、学校生活や就職活動、就労での悩みを深めたり、時には

不登校やひきこもりの原因になったりすることがあります。このような悩み

や「ひとりぼっち」の状態を防ぐためには、言友会単独での活動だけでなく、

医療機関や他機関と協力しあう活動も大切ではないでしょうか。社会福祉協

議会は、全国各地にあり「ひとりぼっちをふせぐ」地域づくりを進めていま

す。大阪発の先駆的な社協活動や言友会との連携事例を知り、これからの言

友会活動の協働を考えていきましょう。 

⑩ やさしいディベートをやりましょう。（5 階 講義室 504） 

主催：田中実（和歌山言友会） 

概要：ディベートとは「あるテーマについて肯定側と否定側に分かれ、意見を交わ

し合うことで、テーマへの理解を深める話し合い」のことです。難しい印象

を受けるディベートですが、本分科会を通して、吃音をテーマにした「やさ

しいディベート」を体験してみましょう。ディベートのテーマは「私は吃音

があるので社会的敗者だ」で、肯定側・否定側・審査員側に別れて各々の立

場を体験します（見学のみも可能）。長い人生を吃音とともに生き抜くための

議論の組み立て方、発表の仕方を考える機会にしませんか？ 

⑪ 漫画から考える会話（４階 講義室 406） 

主催：倉田よしみ（漫画家）、細尾哲也（おおさか結言友会） 

概要：漫画界の巨匠、倉田よしみ先生の代表作『味いちもんめ』の主人公をモデル

に、漫画における吃音との関わりや、漫画から学ぶ会話の方法をお話しても

らう。 

10/14(月・祝) タイムスケジュール 
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時間 内容 場所 

9:10～11:30 分科会（前半のみ 9:10～10:10） 

⑫ 当事者研究～自分を明らかにする～（８階 会議室 801） 

主催：おおさか結言友会 

概要：当事者研究とは、なるべく専門用語を使わずに、仲間との語り合いを通じて、

自分のことを自分自身がよりよく知るための思考実践です。どもる時どんな

感覚か、どんな時にどもるのか、どのように対処すべきか、また、そこから

一歩進んで、どもることにどんな意味があるのかなど、語りを通じて考えて

みたいと思います。 

 

分科会（後半のみ 10:30～11:30） 

⑬ 吃音カフェ～居場所の意味を学び会いましょう～（８階 会議室 801） 

主催：南孝輔（北海道言友会） 

概要：北海道言友会では、「受容」「自由」「居場所」を 3 つのキーワードとして、マ

ンデーナイト吃音カフェ、吃音まひるカフェ、五つの例会でのカフェといっ

た多くの「吃音カフェ」イベントを開催しています。本分科会では、北海道

言友会で開催している「吃音カフェ」を全国の方々に体験していただきます。

実際に美味しいコーヒーや紅茶、日本茶、中国茶、ココア等をいただきなが

ら歓談できればと思います。 

参加費：100 円（当日、分科会会場内で現金にてお支払いいただきます） 

飲食費：ご希望の場合、コーヒーは 200 円、その他飲み物は 100 円でご提供します。 

（当日、分科会会場内で現金にてお支払いいただきます） 

11:30～11:50 休憩・部屋移動  

11:50～12:20 結バンド演奏・合唱 2 階 エクスプレス・ココ 

12:20～12:40 閉会式 2 階 エクスプレス・ココ 

解散 
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10F

9F

消灯時間は23時です。客室もできるだけ消灯していた
だき、必要な方は枕元のベッドライトをご利用ください。
10時から16時は清掃中のため、連泊のお客様も客室は
ご利用いただけません （荷物は置くことができます）。

女子浴室

男子浴室

事務所
非
常
階
段

1002
1001

食堂

厨房

女子トイレ

男子トイレ

女子
トイレ

男子
トイレ

非
常
口

フロント

非常
EV

ロビーEV
リフレッシュ
スペース

喫
煙
所

コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー

荷
物
室

階
段

自販機 ロッカー

身障者用
トイレ

身障者用
トイレ

喫煙所

非常
EV

シーツ返却

非常口

非
常
階
段

904 905 906 907902901

903 908 909 910

907

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

EV

売店のご案内

■バスタオル 100円

■フェイスタオル 80円

■歯ブラシ 80円

■洗剤 80円

■カップ麺 150円
など

シーツの返却について ゴミの分別

使用後のシーツやタオルは、
9階の階段横か10階フロントの
カゴへシーツと枕カバーに分け
てご返却ください。

当施設では資源ゴミの分別を
行う事で、ゴミの減量・リサ
イクルを推奨しています。
ご協力お願いします。

Wi-Fiのご案内

館内には無料のWi-Fiを設置しております。
お客様の客室に近いスポット番号に接続してご利用ください。

SSID

PASS

ShinOsakaYH●

shinosakayh39

← お近くのスポット番号
に接続してください。

◆客室は男女別に分かれております。

ご自身の客室以外には許可なく立ち入らないようお願いします。

◆シーツは必ずお使いください。
シーツ2枚と枕カバー1枚をお渡しします。
皆様が快適にご利用いただけるようご協力ください。

◆客室での喫煙・飲食はご遠慮ください。
喫煙スペースは9階・10階にあります。
飲食は10階食堂またはロビーでお願いします。

◆他のお客様にご配慮ください。
すべてのお客様に気持ちよくお過ごしいただくため、
施設の利用に際しては、他のお客様へのご配慮いただき
ますようお願いします。

◆お荷物の保管には客室内のロッカーをご利用ください。
持ち運びできない貴重品や触れられたくないもの等の保管には、
客室内のロッカー（リュックが入る程度の大きさ）をご利用ください。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“吃音”と”大阪”をイメージして生まれた「キツツキ × たこ焼き」のキャラクター 

当日は会場のどこかにいるよ！ 見つけたら仲良くしてね！ 

 

 

 

https://osakagenyukai.wixsite.com/osaka-genyukai

「おおさか結言友会」ホームページ
日頃の活動はこちらから！

【2015年9月】 20年ぶりに大阪に言友会が復活！！

◆大事にしていること： 「となりにいる人を想いやる」

◆ 2019年のテーマ： 「楽」

◆活動方針：
吃音当事者が内にとどまらず、
外部に行動や発信をし続けることを目指しています。

◆結（ゆい）とは：
「吃音」が人と人を結び、「人」が「社会」に働きかけ、
「吃音」と「社会」が結ばれていくことを願って
団体名に「結」を付け加えました。

結び目がほどけないように活動を続けます。

本
大
会
の
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