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ごあいさつ

■香川嘉宏　三豊・観音寺市医師会長

香川　今日の演題は、「難聴とコミュニケーション」。お年をとってきますと、どうしても耳が聞こ

えなくなります。よくわたしたちは耳にするのですが、皆様もお耳にすると思うのですけれども、「う

ちのじいちゃんいうたら、ほんまにへらこいでえ。なんかなあ、自分の都合の悪いときは知らん顔

して、聞こえんふりしてなあ。ほんで、聞こえんのかと思って悪口を言うたらギョロッとにらんで

なあ」という会話を時々皆様もお耳にするかもしれません。だけれども、本当に聞こえにくいかた

にとっては、日々の生活でいろいろと不自由をお感じになっていることと思います。そのような意

味におきまして、今年は高松のほうから、難聴を特に専門とされている真鍋先生においでいただき

ました。

　多分これだけの人数に来ていただけたのは、わたしたちだけの主催ではだめで、松崎しげるさん

という呼び物があったから来ていただいたのだと思うのですが、松崎さんと、別にこの会に、難聴

とコミュニケーションという題で来られたので、難聴ではありません。今まで歌手のかたをお呼び

したことはあるのですが、なかなかプロの歌手のかたには、このようなところで歌っていただけな

いです。ここは建物も古いから、いろいろな音響効果の問題があるのだと思いますし、それからも

う一つ、やはりプロのかたに歌をお願いいたしますと、わたしどもの財政がだいぶ圧迫されるので

す。今日は松崎さんに別に安くしていただいたというわけではないのですが、これは医師会が奮発

しております。歌も存分に歌っていただきますので、最後までお楽しみください。

　わたしたちの主題目が、「すこやかに生きるために」、そのような題でございますけれども、今日

のお話が、この講演会が、飲むお薬と違いまして、聞くお薬として、皆様がたの将来の健康な生活

に何らかのお役に立つことを願いまして、ごあいさつとさせていただきたいと思います。最後まで

ごゆっくりお楽しみください。ありがとうございました。

■来賓　白川観音寺市長

白川　どうも、皆さん、こんにちは。21 回ということでありますけれども、21 回来たかたはいらっ

しゃいますでしょうか。21 回、当然 21 年なのですけれども、このような講演を聴くことによって、

自分の健康を保つ、大変すばらしい講演会でございます。21 回来た人は、本当にこれから 22 回、

23 回、ずっと 30 回も 40 回も来られるぐらい長生きできるのではないかと、それだけすばらしい

内容のある講演会だろうと思います。特に三豊・観音寺市医師会の先生がたには、常日ごろ、行政

各般に渡りまして、少子高齢化を迎えた時代、大変お世話になっております。この席をお借りいた

しまして、厚く御礼を申し上げたいと思っています。要約筆記を入れますと、あまり早くしゃべる

と注意されるのです。おまえがしゃべってることは全く書けないよということで、ゆっくりしゃべ

りたいと思うのですけれども、自分のリズムというものがございますので、少し早口になります。

　実は、私事で恐縮ですけれども、おふくろがまだ元気でおります。８月で満 97 歳になるのです。

ところが、今、香川先生がおっしゃったように、右の耳が全然聞こえない。左の耳も、少しかすか

に聞こえる。ですから、行って、耳に当ててしゃべらないと、なかなか聞こえないのです。普通、

少し離れていますと、叫ぶようにものを言います。そうすると、子どもが親をしかっているように、

周りのかたにとらえられないかということで、少し心配なのです。今日もご講演を聴きまして、難

聴のかたにどのようなお話し方をしたらいいのか、あるいはまた、どうやって理解していただける
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のかということもぜひ参考にさせていただきまして、早速、今日は夜しか仕事があとはないので、

おふくろのところに行きまして、試してみたいと思っております。難聴のかたは交通事故にも気を

つけなければなりませんし、いろいろな意味で社会的にも不自由な点が出てこようかと思っており

ますので、そのようなあたりをぜひ皆様がたはお聴きになられまして、もし周りにそのようなかた

がいらっしゃいましたら、今日の講演を機にまた注意をしていただければ、本当にみんなが幸せに

なるのではないかと思っておりますので、どうかよろしくお願い申し上げたいと思っております。

　本当に満員盛況を心からお祝い申し上げまして、お喜びのごあいさつに代えさせていただきます。

どうも本日はおめでとうございました。

■来賓　横山　三豊市長

横山　皆さん、こんにちは。今日も蒸し暑い日ですけれども、本当にそのような中で、このように

たくさんの皆様がたがお集まりになられまして、盛大に三豊・観音寺市医師会の健康講演会が盛大

に開催されますことを、心よりお喜びを申し上げます。このホールが満員になりますと本当に迫力

がありますので、圧倒されそうな感じです。最近、本当にこのような健康講演会に皆様がたにご関

心を持っていただいているというのは、行政といたしましてもありがたく思っております。三豊市

でも先般、認知症予防の講演会をやりましたところ、さしたる広報活動もしていなかったのですが、

1,000 人近いかたがお集まりになりまして驚いたのですけれども、皆様がたがやはり健康というも

のの重要性の認識を強くされてきた時代だと思っております。わたしたちが長生きできる時代を目

指して頑張ってきたわけですけれども、それからさらにギアを上げまして、健康で元気で長生きで

きる社会をつくろうということを言い出して、だいぶ時間がたってまいりました。われわれはやは

り元気で健康で長生きできることが幸せであるということは間違いないと思いますので、今日のこ

の講演会等で、楽しく、そして有意義に過ごしていただきまして、皆様がたが大いに実のなるお話

を聴いてお帰りになっていただきますことを、心より念願申し上げます。今日はまことにおめでと

うございます。
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第Ⅰ部　講演

『聞こえのおとろえと老後の楽しいコミュニケーション』

講　師　真 鍋  敏 穀（医療法人社団真鍋医院院長）　
司　会　西 岡  出 雄（三豊・観音寺市医師会理事）　

西岡　今日は真鍋敏毅先生に、補聴器との上手なつき合い方についてお話をしていただきます。先

生のご略歴はステージ横のモニターに出ておりますので、ご覧ください。昭和 42 年に横浜市立大

学を卒業され、昭和 51 年からワシントン大学に留学されております。ご専門は聞こえの分野で、

昭和 59 年から高松市で真鍋医院の跡を継いでいらっしゃいますが、現在でも補聴器の適合の検査

について、日本の耳鼻科医を指導する立場の先生です。

　それでは、先生、よろしくお願いいたします。

真鍋　西岡先生、どうもご紹介ありがとうございました。皆さん、こんにちは。最初にしばらく頭

の体操をしていただきまして、そのあと、待望の松崎しげるさんの歌をごゆっくりご鑑賞ください。

　私の話は、今日はこの「聞こえのおとろえと老後の楽しいコミュニケーション」というタイトル

にさせていただきました。年をとって一番大事なことというのは、今日のテーマでもありますけれ

ども、すこやかに生きていかなければ、寝たきりで年を重ねても、ちっともおもしろくないです。

すこやかに生きるためには、楽しいコミュニケーションというのが大変大切だと思っております。

　さて、まず、難聴というのは、皆さん非常に分かりにくい話だと思うのです。例えば、「香川さん」

と呼ばれたときに、彼女の口から出た声というのは、空気の中を伝わっていくのです。このような

振動として伝わっていく。ですから、真空状態のところでは、声はまず伝わらないということなの

です。水の中は、では伝わるかというと、非常に伝わりにくい。空気の振動が、一番伝わりやすい。

空気の振動になって耳に届きますと、その振動はそのまま耳の穴の中に入っていきます。耳の穴の

中に入っていきますと、一番奥に鼓膜という膜がありまして、これは太鼓の皮と一緒ですから、空

気が振動すると、この鼓膜が振動する。その振動が小さな骨を伝わって耳の中に、人間の耳の中と

いうのは、カタツムリが２匹いるのです。それぞれ１匹ずついて、それぞれのカタツムリの中に、

音を聞き取る神経の細胞というのが何万個も並んでいるのです。それでちゃんと音が聞こえるよう

になっていくのです。そこが内耳というところでして、ここではまだ空気の振動と同じような信号

しか入ってこない。だから、これを見て、「香川さん」と理解する人は、だれもいない。同じように、

人間の耳の中でも「香川さん」とは聞いていないのです。このような振動としてしか聞いていない。

これが何万個もある神経細胞がみんなで働いて、それぞれの音を感じ取って、それで脳に電気信号

で送っていくわけです。これが神経というところで、神経というのはどのような働きをしているか

というと、電線なのです。電線というのは途中でだんだん電気が弱くなってきますから、電柱を見

ているとお分かりのように、ところどころにトランスというものがあるでしょう。そこでまた電気

を強くしているのです。そのトランスの働きになっているのが、神経細胞というものがあって、こ

の聞こえに関しては、脳に行くまでにトランスが五つか六つ並んでいるわけですけれども、それは

さておきまして、そうやって脳に音が伝えられて、初めて言葉として、「あ、香川さんと言ったのだ」

と、脳で認識できるわけです。ですから、聞こえが悪くなるということは、耳の穴から脳に行くま

でのどこでおかしくなっても、聞こえは悪くなっていくわけです。

　さて、次に老化ということを考えます。老化というのは、年をとることで起きる、元に戻らない

働きの低下ということです。ただ年をとっているだけではなくて、それに伴って、働きが悪くなっ

てくる。例えば生き物として見たら、それは遺伝子の破壊というややこしいことなのですけれども、

もっと簡単に見ると、働く力がだんだん悪くなってくる。ちょっと働いたら息切れがする。昔は随
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分早く走れたのに、今はよちよち走ってもすぐ息が切れるとか、早く走れないというようなことは、

すべて老化によって起きているわけです。また、形も変わってきます。だんだん腰が曲がってくる。

これも老化です。老化というのは単に年をとることではなくて、年をとることによって起きてくる

働きの低下ということになってきます。実は聞こえが悪くなるというのも、この老化が原因なので

す。老化とよく間違えやすいのが、老人病というものがあるのですけれども、これは老化とはまた

ちょっと違います。老化してくると、その影響というのは、生きていくために基本的な働き、例え

ば体温を保つとか、血圧を保つとか、血糖値を維持するとか、そのようなことがだんだんできにく

くなってきますので、結果として寿命になってくる。だから、老化が激しく起きた人というのは、今、

人間の寿命というのは大体 85 歳ぐらいだと考えられていますけれども、それより早く死ぬように

なるのです。老化があまり進んでいない人というのは、先ほどの市長さんのお話にもありましたよ

うに、長生きできるようになってくるわけです。老化というものが起こる原因というのは、ここに

書いた遺伝子のことなのですけれども、それはさておきまして、このようなことが、ただ年をとる

ということと、老化するということは違うのだということを、まずちょっと頭に入れておいてくだ

さい。

　そこで、ややこしいですね、この老化というのと、老年症候群。老年症候群というのは何かとい

うと、老年の症状です。それから老年病というものがあるのですけれども、老化というのは、要す

るに年をとってきて、年齢相応に体が変化してくるものです。骨の量も減ってくるし、筋肉の量も

減ってくるし、目は見えにくくなるし、耳も聞こえにくくなる、いろいろなことが起きます。

　次に、老年症候群というのは、老化がさらに進んで、日常生活でいろいろな症状や障害が起きて

きたとき、これを老年症候群といって、よく老人性難聴とわれわれのところでいっているのは、こ

のようなものに属するところです。物忘れをするようになってきたり、目もだんだんと見えにくく

なってきて、老眼になってくる。難聴、歩くのも不自由になってくる。あちらこちら、ひざや腰が

痛くなってくる。おしっこは近くなってくるし、おしっこを漏らすこともある。そのようなことが

いろいろとあるのですけれども、これはみんな老年症候群ということに入ってくるので、これは病

気と言えば病気ですけれども、いわゆる老人病とは違うということです。

　老年病というのは何かというと、高齢者に多く、あるいは高齢者に特徴的な病気であって、これ

はあくまで病気なのです。だから、老年症候群がひどくなって老年病になるというのではなくて、

やはりちょっと違うところがある。だから、皆さん安心してください。年をとってきて、だんだん

物忘れがひどくなってきても、認知症になるというものではないのです。認知症と、年をとること

による物忘れというのは、違うことなのです。ただ、ちょっと気をつけなければいけないのは、認

知症の初期の症状というのはやはり物忘れというものがありますから、認知症の初期症状か、単な

る老年症候群なのかということは、早めに区別しておく必要があるのです。

　最近よく話題になります、メタボ、メタボといっていますね。生活習慣病、これは老年病とはま

た違って、加齢による増加傾向はありますけれども、年齢よりも生活習慣のほうが大きな病気とい

うことで、糖尿病とか、高コレステロール血症とか、高血圧とか、肥満とか、このようなものが生

活習慣病といわれています。難聴というのは、この辺に属するものなのです。

　さてちょっと、難聴の話に入ります前に、高齢者の心理ということで見てみますと、知的な機能

がだんだん衰えていく。精神機能が年齢とともに老化してくると、知的機能も障害を受けてくる、

これは老年症候群です。どのようなことが起こるかというと、いろいろなことの判断がしにくくな

る。記憶がだんだん乏しくなってきて、忘れやすくなってくる。一度話されたことをすぐに理解で

きないとか、自分が言いたいことがなかなか言えないとか。多かれ少なかれ、私ももう高齢者の仲

間に入っておりますので、このようなことはよくあります。一番忘れやすいのが、人の名前とか、

電話番号とか。だれそれさんの電話番号といっても、だれそれさんとその電話番号というのは、全

くつながりがあるものではないですね。そのようなつながらないものというのは、忘れやすくなっ

てくるわけです。さらに、この動機づけの障害というのは何かというと、何か行動を起こそうとす
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る意欲とか、それに対する興味や関心、気力などが薄れてくる。だから、今日お見えになっている

かたがたは、皆さん、あれを聴きに行こうという意欲があるわけです。松崎しげるという興味もあ

るわけです。気力も充実している。ここに来て、ずっと 30 分以上おしゃべりしていても疲れない、

そのような人たちですから、このようなことにはならないのです。

　感情機能というのも衰えてきて、一番目立つのは、自分の気持ちを抑えにくくなってくるのです、

年をとってきて、老化がひどくなってくると。それから、微妙な表現とか、適切さの障害、あまり

この場で言ってはいけないような言葉が平気で口から出てくるとか、そのようなこともあると思う

のですけれども、そのような、いろいろな諸々のことが起こってきます。

　いずれにしましても、このようなことがあるということが、日常生活にどのような影響があるか

というと、例の振り込め詐欺に遭いやすいのです。「おじいちゃん、僕だけど」と見ず知らずの人

間から電話がかかってきても、記憶が十分よみがえらないし、疑う気持ちがだんだんなくなってく

るとか、いろいろなことがあって、そのようなことが起きてきます。行動する意欲や興味、このよ

うなことが欠けてきますと、お年寄りはおうちで何をしているかというと、じっとテレビを見てい

るようになるのです。テレビを見ているのです、本当に。だから、時々おうちの人が「おじいちゃ

ん、今日どんなテレビ見てたの？」と聞いたら、「さあ、分からんのう」「だれが出てました？」と

聞いたら、「さあ。なんか女の人が出とったで」ということなのです。そのような話にだんだんなっ

てくるのです。ただしこれは、このようなことがあっても、基本的にはそれが認知症になっていく

ものではないということですから、ひとまずご安心ください。

　次に、先ほどは知的なレベルなのですけれども、今度は人格。人格も、高齢になると変わってき

ます。主な変わり方としては、誇張型、反動型、円熟型といわれています。誇張型というのは何か

というと、若いころの性格が、年をとるにしたがって、ますます強固になってくる。「あの人、若

いころからちょっと気難しかったけれども、70 過ぎてひどうなったね」という、そのようなタイ

プです。反動型というのはそれと逆で、「昔は結構口うるさかったけど、最近割と柔らかくなって

きたね」と言われる人。このほうがいいですね。一番いいのは円熟型。まろやかに熟成するかた。

まるでウイスキーみたいな人ですね。このような人のことを好々爺といいます。一番人に好かれる

タイプ。皆さんだからこの円熟型を目指して生きていけばいいのですけれども、これはなかなか自

分で努力してもなれるものではなくて、大体このような三つのタイプに、人間は分かれていきます。

　いずれにしろ、高齢化してくると、考えることが自己中心的になって、疑い深くなってくる。保

守的になってくる。いろいろなことが気になるようになる。よくありますね。難聴になると特に、

普通に会話していても分かりにくくなってくるから、「なんかわしの悪口言ってるんじゃないか」と、

疑い深くなってきます。どこかに置き忘れた財布を、嫁が取ったのではないかということになって

くるわけです。非常に保守的になってくるから、テレビを見ていても、ＮＨＫしか絶対に見ない。

民放など絶対見ない。そのようなことになる。それから、気にするということで一番多いのは、病

気です。自分で病気を作ってしまう人が多いです。ちょっと風邪が長引いたら、がんではないか。

よく来られます、わたしのところにも。「がんではないですよ」と言って、のどを写真に撮って見

せてあげても、まだ信用しない。「いや、どこかにがんがあるはずだ」と。「絶対にそんなことない」

「いや、でももう１年以上続いとるんだ」「あなたね、１年もがんが続いてたら、もうあの世に行っ

てますよ」と、そのように言って、やっと納得するような人もいます。

　それから、健康度は、高齢になると落ちてくる。お金もだんだんなくなってきて、若いころの蓄

えは乏しくなってくる。年金生活になってくる。人間関係も、お友達が１人減り、２人減り、自分

の周りから、話しかけてくれる人がだんだん減ってくる。そのようになってくると、生きる目標と

いうのもあまりなくなってきます。毎日、「今日は何しようか。何もすることが思いつかないから、

とりあえずテレビつけてみよう」という話になってくるわけです。

　このようなことがあるのですけれども、このような好々爺になるためには、ある程度健康でなけ

ればいけない。お金もある程度なければいけない。お友達もたくさんいなければいけない。今日す
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ることを分かっていなければいけない。そのような人たちが、いい生活が、すこやかに生きるとい

うことになってくるのだと思います。逆に、このようなものが強くなってくると、いろいろなこと

が不安になったり、うつに近くなってきたり、いろいろなことが気になって楽しくなくなってくる

ということがあるので、ぜひこれは防いでいかなければいけないことです。

　さて、難聴の話に戻ります。難聴というのは、これはポスターの一部なのですけれども、例えば「何

回も呼んでるのに」と言われても、「１回しか聞こえていないよ」。それから、普通にお話をしてい

ても、「こそこそ言ってる」とか。テレビが大きい、うるさいと言われるのは、しょっちゅうあります。

このようなことがよく起こってくるのですけれども、これらの現象というのは、みんな難聴、聞こ

えが悪くなってくるために起きる現象なのです。

　どのようなことかというと、音が分かりにくいということの影響を考えてみますと、聞こえなく

なるとなおさらなのですけれども、音が分かりにくくなるということは、安全に対する阻害要因な

のです。だから、行動しにくくなる。最近、ハイブリッドカーというのが非常に売れているでしょ

う。政府も補助金を出して、ハイブリッド、ハイブリッドと言っているけれども、あれぐらい実は

危ない車はないのですよ、皆さん。何が危ないかというと、あれは忍者のように、後ろから音もな

くそっと近づいてくるのです。健康な人でも、近づいてきているということが分からないことが多

い。分からないことが多いから、よけないです、皆さん。そうすると、運転している人はいらいら

して、真後ろまできて、いきなりブーッと鳴らすのです。心臓が止まります。そのような危ない車。

そのような現象が、難聴になってくると、普通の車が近づいてきても分からない。運転している人は、

この人は聞こえていると思っている。だけれども、本人は聞こえていないから、よけようとしない。

自転車が後ろから近づいてきても、分からないからよけない。それでぶつけられるという、そのよ

うな危険が伴うということが、音が分かりにくいということなのです。

　それから、言葉の理解力が低下するということが、これが意外と皆さんに分かっていただけてい

ないのです。難聴というのは、ただ聞こえなくなるというのではなくて、声はちゃんと聞こえてい

るのだけれども、言っていることがよく分からないというのが、割と、お年寄りの、聞こえが悪く

なったときの、初めのころはそうなのです。声はいくらでも聞こえてきます。でも、話している内

容が分かりにくくなってくる。だから聞き返すようになる。このような現象が起きてくると、聞こ

えたふりをしているとか、あらぬ疑いを持たれるようになってくるわけです。小さい声でも聞こえ

るけれども、話していることが分からないということです。

　それから、ご本人が、自分が聞こえにくくなっていると思っていないというかたが多いです。こ

のようなかたが、なかなかコミュニケーションをするのに具合が悪くなるというようなことで、い

ずれにしろ、先ほど言いました、お年寄りの心理の状態というのはより鮮明になってくるから、具

合が悪いということになります。

　難聴高齢者の聞こえというのはどのようなことかというと、これはまさしく十人十色なのです。

みんな聞こえ方が違う。みんな聞こえ方が違うということは、だれ１人同じように聞こえる人がい

ない。声は聞こえていても、言葉が分かりにくいとか、音を聞き分けることによって、言葉を認識

する力が悪くなるとか、特に早口が分からなくなります。だから、難聴の人とお話しするときには、

顔を見ながらゆっくり話してあげるということが鉄則なのです。それから、人によって、聞きやす

い音、気持ちのいい音は種類が違うし、音量も違う。不愉快な雑音でも、この人はうるさいと思う

けれども、こちらの人は全然このぐらい平気だという人もいるというようなことで、聞こえるとき

や、聞こえないときや、いろいろある。聞こえ方はみんな違うというようなことになってまいります。

　さて、コミュニケーションなのですけれども、コミュニケーションというのは、人の話を聞いて、

その人の気持ちを理解し、自分の気持ちを分かってもらうということですから、老化の防止には非

常に大切なことなのです。おしゃべり好きな人は、概して老化しにくいです。難聴のお年寄りとい

うのはどのようなことになるかというと、まず、自分が聞こえにくいということが分かっていると、

それを人に知られたくないという気持ちがあるのです。あるいは、年をとっても、年寄りではない
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と思っている人が多いです。だから、老健施設などで、若いヘルパーさんが「おじいちゃん」などと

言うのは禁句なのです。「おじいちゃん」などとうかつに声をかけたら、「わしはおまえのじじいじゃ

ねえ」と言って怒られてしまいます。

　それから、話が聞こえないところがどうしても出てきますので、その部分を推測して聞かなければ

いけない。もっとひどくなると、聞こえたふりをしなければいけなくなってくる。とても疲れるのです、

それは。だから、人と話したくなくなってくるということになるわけです。そうなると、こもりがち

になってきたり、知的活動が悪くなってきたりということで、あまり、いい、すこやかに生きるとい

うことからは遠のいてくるということになってきます。そして、老化は進行してくるということです。

　さて、これを防止するためには何をしなければいけないかというと、やはり今はこの補聴器なので

す。補聴器というのは、難聴の人の聴力を正常にするものではないということを、まず覚えておいて

ください。話し声を聞き取れる状態にして届けてくれる道具だということです。だから、声が聞こえ

ても、そのままでは聞こえない。聞こえないから、その人の難聴の程度や形に合わせるように、声を

加工してくれます、補聴器は。そして大きくしてくれます。そして耳に届けてくれたら、聞こえるよ

うになるということです。では、万能なものかというと、そう簡単にはいかないのです。不必要な雑

音も、このように大きくなってくるのです。そうすると、雑音も一緒に耳に届けてくれるからうるさい、

補聴器はつけても、うるさいから嫌だという話になってきます。でも、最近の補聴器はだいぶ性能が

良くなっていますから、雑音はできるだけ大きくしないようにしながら、聞かなければいけない声は、

その人の耳に一番合う状態にするように加工しながら耳に届けてくれるから、うまく使えば、ちゃん

と使えるようになるのです。

　ただ、この補聴器を使う目的というのは何かというと、例えば正常な人というのは、小声でも、普

通の声でも、大きな声でも、うるさい声でも、100％聞くことができるのです。どのような声でも、ちゃ

んと聞き取ることができる。難聴になってくると、だんだん小声が聞こえなくなってくる。普通の声

もあまり聞こえなくなってくる。大きな声だったらまあまあ聞こえるけれども、でも 100％は聞こえ

ない。うるさくなると逆にちょっと聞こえにくくなるという、このようなやっかいなことが起こりま

す。その人に補聴器をつけると、普通の声でも、これと同じぐらい聞こえるようになってくる。小声

でも、全然聞こえなかったのが、半分ぐらいは分かるようになるというようなことになってきて、会

話がしやすくなるというのが補聴器の働きなのですけれども、補聴器をお求めになるかたのほとんど

は、補聴器をつければこれと一緒になる、このような状態になると思い込んでいらっしゃいますので、

役に立たないと思うかたが多いわけです。

　補聴器の効果と限界を書きましたけれども、効果としてはまず、先ほど言ったような、話をすると

きの緊張感がなくなるから、楽になります。近くだったら、よく分かる。普通の声でも聞くことがで

きるようになる。普通の声でも聞くことができるようになるというのは、周りの人から見たら、おじ

いちゃんが聞こえなくて補聴器をはずしているときは、耳の近くで大声で言わないといけないのだけ

れども、補聴器を入れたら、どなってはいけないのです、しゃべる人は。補聴器を入れてくれたら、

１メートルぐらいの近くのところへ行って、顔を見せながらゆっくりと普通の声で話してあげれば、

よく分かるのです。そのように、周りの人も気をつけてあげなければいけないのです。

　最近の補聴器というのは、聞こえる音を大きくしないから、それほどうるさく感じません。ただ、

正常のような聞こえには、絶対に戻らない。早口も、やはり分からない。などというようなことで、

限界も当然あります。どちらを取るかです。積極的に生きようと思うかたは、往々にしてこちらを選

びます。あまり生きる望みを強く持っていない人はこちらを選ぶといいますか、こちらのほうに考

えが行くのです。そうすると、なかなかうまくいかない。わたしのところで補聴器をつけたかたで、

80 過ぎのおばあちゃんがいらっしゃるのですけれども、ご主人が亡くなるまでは、ご主人との２人

の生活が主だったので、補聴器は要らなかった。でも、「主人が死んだら、これからの人生はわたし

の人生だし」と、ものすごく元気になったのです。よくいらっしゃいますね。男は大体だらしがない

から、奥さんが死んだら後を追って半年ぐらいで死ぬ人が多いのですけれども、女の人は、亭主が死
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んだら、ここぞとばかりに元気になってきます。そのようなおばあさんだったのですけれども、お

友達とも主人に遠慮することなく会うことができるということで、しょっちゅういろいろな会を

やっているのです。最近言っているのは、「先生、わたし、補聴器がなかったら、もう生きていけ

ません。これがあるから、お友達ともしゃべれる」という、そのぐらい、うまく使えれば、役に立っ

てくるのです。でも、嫌な人は、目立つから嫌だとか、年寄りくさいから嫌だと。85 になっても「年

寄りくさい」と言う人は、いっぱいいらっしゃいます。

　補聴器の格好としては、このように、皆さんご存じのようなものがあるのですけれども、好みに

特徴があるのです。田舎の年寄りほど、これを選ぶのです。だから、香川県のお年寄りのかたに補

聴器を選ばせると、10 人中 9.5 人ぐらいは耳穴型を選びます。なぜ耳穴型を選ぶのですかと言っ

たら、目立たないから、年寄りくさくないからいいのだとおっしゃいます。では、都会の人や若い

人は、このようなものを選ぶのです。なぜ耳穴型を選ばないのですかと言うと、「あんなの年寄り

くさい」。立場が変われば、言うことが変わってしまうのです。若い人は、このような、このほう

がよほどスタイリッシュで、若者らしくていいということで、実際にこのようにつけてみると、ほ

とんど分からないのです。１メートル離れていたら、まず分かりません。耳穴式の補聴器というの

は、ここにちょっと飛び出して見えるものが多いですから、横から見たら丸見えなのです。そのよ

うなところの違いもあるのです。

　まず、補聴器の選び方ということに次はなりますけれども、補聴器というのは、機能を選ぶとい

うことが大事なのです。これはなぜ必要かというのはあとでお話ししますけれども、一般のかたは

形から選ぶのです。「わたしは絶対耳穴型じゃなきゃ嫌だ」。まずそこから選ばれる。そうすると、

非常に制限が来るのです。そのようなお年寄りの気持ちを熟知している人が、このようなことをや

ると、非常に危険になってくるのです。役に立たない補聴器を買わされるようになるわけです。な

ぜ補聴器は機能かというと、補聴器を合わせるということはどのようなことかというと、耳の聞こ

えが悪くて、言葉が分からないです。補聴器というのは、いろいろな形やいろいろな機能があります。

だれにでも使えるようになっています。この耳にこれを使おうと思ったら、合うようにしなければ

使えないというのが補聴器なのです。言葉が聞き取れるようになるためには、そのようなことをし

なければいけないということになるわけです。要するに、補聴器の選択と調整をするということを

しない限りは、補聴器というのは使えないのです。このようなことを正しくやってあげれば、まず

使えるようになります。

　なぜそのようなことが必要なのかということになるのですけれども、いろいろな聴力の人に合わ

せられるように、補聴器というのはできているのです。だから、一つの形の補聴器は、できるだけ

大勢の人に使えるようになっている。ということは、個人個人からみたら、自分の耳に合うように

しなければいけないということなのです。それから、先ほど言ったように、難聴の人の聞こえ方と

いうのはみんな違う。違うから、当然調整というのが必要になるということです。言葉を聞き分け

る力にも差があるわけだから、できるだけ言葉が分かるようにしてあげなければいけないというこ

とがあります。音色の好みも違う。それからまた、使う環境も違うのです。そのようなことで、自

分に最適な音を得るためには、調整が必要である。高度な技術が必要なのです。これは、かなり高

度な技術が必要なのです。よく、補聴器の宣伝に、当店ではコンピューターで調整していますから、

どなたにでもご利用いただけますと書いているけれども、あのぐらいいい加減な話はないのです。

コンピューターで調整してうまくいくのだったら、人間の脳は要らないのです。政治家だって総理

大臣などは要らなくて、コンピューターがやっていればいいのです。世の中、そうはいかないのです。

　このようなことになってきますと、とてもここは大事なのですけれども、例えば、皆さんががん

になったらどうするか。とりあえず、病院に行って、あなたはがんだと診断されたら、さあ大変だ

ということで、みんなが寄ってたかって、若い人もインターネットでがんの名医 100 人を選び出

して、その中から「おじいちゃん、この人がいいよ」と言って、探してきてくれます。ものの一晩

もあったら、みんなが、この人がいい、この人がいいと、がんの名医を選んできてくれます。補聴
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器を買わなければいけないという話になったときに、だれもそのようなことをしてくれないです。

「この店で買ったらいいよ」「この店にはいい技術者がいるよ」と、インターネットでも調べてくれ

ない。耳鼻科へ行くにしても、どこの耳鼻科の先生だったら補聴器のことに詳しいとか、そのよう

なことすら知らないで、何となくお店に行って、何となく補聴器を買って帰ってきたら、「ああ、やっ

ぱり使えないわ」という話になるわけです。

　補聴器から出てくる音というのは、先ほど言ったように、声は聞こえない、もちろん雑音も聞こ

えないというのが普通の耳なのですけれども、ここで、補聴器で音を、先ほど言った加工するとい

うことをすると、声はよく聞こえるようになる、雑音はちょっと聞こえるけれども、あまりうるさ

くないという状態にして、耳に届けてあげるということなのです。そのときに、詳しい図を書くと、

このようなことなのです。音の高いほう、低いほう、こちらが強いほう、弱いほうなのですけれど

も、このように、補聴器から出てくる音というのは、高い低いで強さが全然違うような調整をする

のです。これをその人の耳に合うように調整するのです。これをどのような形にするかというのは、

調整をする人間が頭の中で考えなければいけないのです。コンピューターではできないのです。こ

れができる人に調整をしてもらった補聴器というのは、役に立つ。これができない人に調整しても

らった補聴器というのは、本当に自分の耳に合っているわけではないから、だめだということになっ

てきます。このようにすると、言葉を聞き取れるようになる。補聴器で音を加工することによって、

言葉を聞き取れるようにするというのが、補聴器の働きなのです。このためにいろいろな機能を活

用していくのですけれども、それに対する技術というのは、相当いろいろなものが必要になってく

るということがお分かりいただけたと思います。

　最後に、どの程度から補聴器が要るかということなのですけれども、聞こえにくくなったら使え

ばいいので、どのくらいのレベル以上は使わなければいけないとか、そのような法律はありませ

ん。よく、難聴のかたに補聴器をつけると、「これで、わたし使えそうだから、使います」と言う

と、初めてのかたで大抵のかたは、そのあと、「ところで、先生」という話が来るのです。「何です

か」と言ったら、「これ、１日中つけてなきゃいけないんですか」と、非常に不安そうに聞かれます。

「そんなことないですよ。必要なときにだけ使えばいいんですよ。１日中必要だったら使えばいいし、

必要のないときは、つけなくていいんですよ」。なにもそのような決まりがあるわけではないから、

自分で自由にやればいいということになります。いずれにしましても、より良いコミュニケーショ

ンのためには、聞こえの悪いかたにとっては今、補聴器というのは一番役に立つ道具ですから、こ

れをうまく使っていただきたい。

　最後に、補聴器というのは今、値段が高くなっているのです。値段が高いものを売るとなると、

詐欺行為というのが必ず出てくるのです。だましのテクニックというものがありまして、このよう

な業者が日本中に暗躍していますから、そのような人にはだまされないようにしてください。

　ということで、今日の私の、コミュニケーションをより良くするためには、補聴器をうまく活用

してくださいという話ですけれども、最近このような補聴器もあるのです。これをかっこいいと思

うかどうかは別として、若い人は結構好んでいます、このようなものを。以上でお話を終わりにさ

せていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。
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−リラックスタイム ゆる体操−

『だれもが楽しく気持ちよく』
指　導　小 野  勝 之（指導員）　

小野　皆さん、こんにちは。紹介にあずかりました、ゆる体操の小野です。20分、ちょっと短い

時間ですが、ゆる体操の力で、皆さんに深くリラックスしてもらおうと思います。ゆる体操は、難

しい説明をなくして、見よう見まねでだれでも簡単にできる体操ですから、いきなりスタートさせ

てもらっていいでしょうか。

　では、はい、ありがとうございます。座ったままでもできるのですが、できたら立ち上がってや

って、取り組んでみてもらっていいでしょうか。では、手首プラプラ体操から始めさせてもらいま

す。簡単で効果抜群な体操なので、一緒にやってみてもらっていいでしょうか。まずは、手から手

首を、気持ちよく、気持ちよくさすります。ゆる体操ですから、カチッと固まって難しい顔はせず

に、ちょっと揺れながら、コツはニコニコしてやってくれるといいと思います。手から手首を、気

持ちよく、気持ちよくとつぶやきながら、気持ちよく、気持ちよく、そして、手首をプラプラ、プ

ラプラ、プラプラ、これもプラプラと言いながらやったほうが、プラプラしてきます。自分ではな

いと思ってください。これはパタパタです。プラプラ、手から手首を、本当にプラプラしてくるよ

うに、プラプラ、プラプラです。ちょっと深めながらやっていいですか。

　力の抜けた、プラプラとした手と手で、気持ちよく、気持ちよく。「気持ちよく」という言葉

は、言葉を使っているのは僕たち人間しかいないのですが、言葉の力が実は大きくて、これは研究

の結果で、気持ちいい、気持いいと言い続けてやったのと、優しく、優しくと言い続けてやったの

と、３倍の効果が、気持ちよく、気持ちよくだったのです。実は、「気持ちよく」という言葉の前

に、入れないのですが、「もっと」という言葉が入っています。気持ちよくというのは、もっと気

持ちよく、もっと気持ちよく。いいですか。さすりの気持ちよさを味わって、気持ちよく、気持ち

よくと言ったときに、頭の中の運動野と感覚野がリンクしながら、もっと気持ちいいところを探し

始めるようになっています。いいですか。つぶやき効果、言ってみていいですか。気持ちよく、気

持ちよく。手の平側は、このような感じで、気持ちよく、気持ちよく。こうでもいいです。気持ち

よく、気持ちよく。手首を気持ちよく、気持ちよく。裏側はこうです。気持ちよく、気持ちよく。

裏側はこうです。気持ちよく、気持ちよく。裏側はこうです。気づいた人は笑ってください。裏側

は、こうでも、こうでも、こうでもいいのです。こうですから。気持ちよく。いいでしょうか。手

から手首をもう一度、気持ちよく、気持ちよく。人間は皮膚感覚が優れていますから、まず、肌が

気持ちいいなあという感覚で、肌がしっとりきめ細かくなってきています。時々ちらっと見てくだ

さい。「おお、ピアニストのような手だな」と感動してもらったらいいと思います。

　ではもう一度。手首が気持ちよさで緩み始めていますから、手首をプラプラ、プラプラ。ちょっ

と手の気持ちよさが味わえていると思います。プラプラ、プラプラ。手の平から手首の中の力を抜

いて、プラプラ、プラプラ。もう１回さするととんでもなく気持ちよくなってきますから、もう一

度だけ、手の力を本当にプラプラーッと抜いた状態で、手から手首を、気持ちよく、気持ちよく。
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　ちょっとだけいいですか。周り、友達やご近所のかたと、手のさすりが気持ちよくなってきたな

と思ったら、ちょっと握手をしてみるとか。いいですか。その笑いはしたくないという感じに聞こ

えたのですが。あまり嫌な人とする必要はないですが、ちょっと隣近所で、握手をしたり、手を握

り合ってみてもらっていいですか。コツは、気持ちよくても、気持ち悪くても、「うわ、気持ちい

い」と言ってしまうと、気持ちよくなってきます。僕は香川県の綾川町で指導させてもらっている

のですが、これをやり出すと、おじいちゃん、おばあちゃんという言葉を使うと僕はよく怒られる

のですが、止まらなくなってしまって、ずっとさすり合っているのです。僕たちのゆる体操の体操

というくくりで考えられると、さすりというのはよくおまけのように思われるのですが、ゆる体操

のさすりは根幹になっています。では、ちょっとだけいいですか。そのまま、ちょっと広げていき

ます。前腕からひじ、腕のところを、気持ちよく、気持ちよく。手のさすりとプラプラの、余分な

力が抜けたことで、手の力が高まっていますから、さすりの気持ちよさが、「ああ、気持ちいいな

あ」と。よだれを垂らす必要はないのですが、「うわあ、気持ちいいなあ」とやってしまうと、効

果が３倍ぐらいやって来ます。ひじ、関節回りを、気持ちよく、気持ちよく。

　では、一度、手をたらーんと垂らしてみてもらっていいですか。手から手首は、両手をさすって

いますから、じわっと気持ちいいなと。でも腕は、左だけがじわっと気持ちいい感じ。よく、僕は

いろいろなところで言わせてもらっているのですが、体は、痛いことやつらいことに耐えたり、頑

張っても、あまりよくならないのです。気持ちいいなという感じ、感覚で、体は細胞からよみがえ

ってきます。この左腕は細胞からよみがえってきていますから、右手も、同じように、右腕を、気

持ちよく、気持ちよく。腕を垂らしてみてもらっていいでしょうか。両腕がじわっと、体は当然つ

ながっていますから、どこかが気持ちいいなという感じ、それを深く味わうと、全身がよくなって

いきます。

　では、時計を見ながら、巻きがかかるなと思って、一つの体操に15分かかったら、これは七つ

やる予定をどこまで減らすか。笑ってください。僕は１人で困っているわけですから。

　では、一度、座ってもらっていいでしょうか。では、楽に座ったら、この体操も、ぜひ家に持っ

て帰ってもらいたい体操の一つです。肋骨モゾモゾ体操です……。

（テープ反転）

小野　……肋骨を深く意識する必要はないです、全く感じたことがないというかたもいますから。

この中にあります。肋骨を左右に柔らかくずらすように、モゾモゾ、モゾモゾ。さあ、体の中から

ときほぐれるように、モゾモゾ、モゾモゾ。皆さんは見えないかもしれないですが、こちら側か

ら、1,000人、1,500人、分からないですが、全員のこのモゾモゾを見るのは結構、何と言っていい

のか分からないのですが、はい、何とも言えない景色です。いいですか。体の中の肋骨を左右に、

モゾモゾ、モゾモゾ。ときほぐれるように、モゾモゾ、モゾモゾ。ときほぐれるように、やりなが

ら聞いてください、モゾモゾしながら。よく運動は体にいいといわれるのですが、この重要な内蔵

や脊椎神経の詰まっている背骨、この体幹部の中を固めたまま手足の運動をしても、大してよくな

いのですといいます。大事な内臓やいろいろなものが詰まっているこの体幹部、胴体の中を、優し

く、頑張る必要はないのです、優しくゆすりながらときほぐしていくと、呼吸は楽になる、代謝能
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力はグッと上がる、すごく上がるのです。ですからぜひ、このいすに座っての肋骨モゾモゾ体操

は、家に持って帰って、テレビを見ながら、はい、笑っていただいてありがとうございます。テレ

ビを見ながら、モゾモゾやってください。何が起こるかといったら、家族全員で来られているかた

はあまりいなさそうなので、家に帰って、テレビを見ながら、モゾモゾ、モゾモゾしていると、家

族が何か揺れているその揺れに気持ちよさを感じて、だんだんモゾモゾしてくるのです。そうする

と、家族全員で健康になっていきますから、やってみてください。その前に、半分ぐらいの家族

は、ちょっと変な目で見る可能性もあるかもしれません。

　一度動きを止めてみてもらっていいですか。肋骨の、体の中からため息をつくように、「は

あ」、たらーっと力を抜いてもらっていいですか。たらーっとです。もう１回いいですか。「はあ

っ」。そのまま、だらっとしたまま、体の中から、モゾモゾ、モゾモゾ。体の中からときほぐれる

ように、モゾモゾ、モゾモゾ。

　僕のちょっとした自慢話を聞きながら、肋骨モゾモゾをしてもらっていいですか。ちょっと自慢

話をしていいですか。岡山県の関西高校というところがあって、もう有名になってしまったのです

が、そこのボート部が、毎週このゆれ体操に取り組んでいるのです。この肋骨モゾモゾ体操が大好

きで、結果、６年前から指導に入っていて、去年までの５年間、国体史上、記録を塗り替える、史

上初の大会５連覇というものをやったのです。それは、このようなことなのです。あまり勉強を頑

張ってやる高校ではないのです。肋骨モゾモゾ体操を、１日のうち、大体50分×２セットぐらい

はできるというのです。なぜ50分×２セットかなと思ったら、学校の授業中、ずっとこのように

モゾモゾ、それは強くなりますよと、このような話だったのです。

　いいですか。ではもう一度、楽に力を抜いて、体の中、だらーっと力を抜いてもらっていいです

か。ゆっくり立ち上がってもらって、ちょっと狭いですが、どうしてもやりたい体操、胸フワ、背

フワ体操。肋骨が柔らかく緩んでくると、胸には、元気、やる気の中心になっている中丹田という

ものが入っているのです、肋骨の中に。肋骨が柔らかく緩んで、フワーッと開いてくると、昔の言

葉で言うと、胸きんを開くという言葉、その状態になる体操です。胸フワ、背フワ体操。ちょっと

胸を、気持ちよく、気持ちよくさすってみてもらっていいですか。緩んだ体の中には、さすりの気

持ちよさが、深く染み渡るように溶け込んでいきます。気持ちよく、気持ちよく。では、その胸

を、前に、気持ちよく、広げ、開いていきます。横の人に腕が当たると思いますが、チョップしな

いようにしてください。胸を前に、フーッと気持ちよく広げ、開いていきます。背中を後ろにフー

ッと、胸をフーッと、背中をフーッと、胸の中から、柔らかい綿の間を、フワーッと風が外に向か

って開いていく感じです。胸をフーッと、背中をフーッとです。そして、胸から背中にかけて、モ

ゾモゾモゾモゾ。ちょっと柔らかくなった感じとか、何となく温かさ、開いた感じ、気持ちいいな

と味わいながら、モゾモゾ、モゾモゾ。あまり深く考えないでください。本当に高まっているかと

難しい顔をしないでください。高まっているかなとニコニコすると、グッと高まります。モゾモ

ゾ、モゾモゾ、モゾモゾ。

　では、もう一度座ってもらって、最後に、今日お配りさせてもらったゆる札、ちょっと大きいの

で大判ゆる札というものがあるのですが、そのゆる札に書いている、寝入る黄金の３点セット、僕

はいろいろなところに呼ばれて行かせてもらうのですが、ぜひ、寝入る黄金の３点セットを見なが

らやってもらいたいのです。もう、体を変えてくれる、最高の体操です。この体操を、寝る前にぜ
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ひやってもらいたいのです。この体操は今、皆さんいすに座ってできないですから残念なのです

が、ちょっとだけメカニズムを話させてもらっていいですか。この寝入る３点セット、本当に、健

康効果とリラックス効果、それから睡眠導入効果が高くあるのです。ほとんどのかたは、僕たち人

間は２本足で立つ以上、ずっと日中は仕事、立って歩いたり、頑張り続けているので、筋肉自身

も、脳神経系も、頑張るモードから、寝てもリラックスモードに切り替わらないようになっている

のです。ですから、これは恐ろしい話が、８時間ぐらい寝ても、頑張るモードがずっと続くので

す。この３点セットを、気持ちよく３分間から５分やってみてください。背骨を柔らかくゆする運

動が入っているので、いきなりグニャグニャにはならないのですが、あっさり脳神経系と筋肉がリ

ラックスモードに変わるようになっています。そうすると、寝ている時間がリラックスになって、

どんどん体が若返っていきます。ぜひ取り入れてもらいたいです。背もたれ、首モゾモゾをやりた

かったのですが、ちらっと向こうを見ると、このようにだめだめとサインが出ていますから、残念

です。寝入る３点セットをやらないけれども、いい体操だということを言って終わらせてもらって

いいでしょうか。どうもありがとうございました。



− 97 −

第Ⅱ部　公演：歌とトーク

『しげるの時間』

出　演　松 崎  し げ る（歌手）　

松崎　ようこそ皆様いらっしゃいました。私が、あのテレビ、ラジオで人気沸騰中の松崎しげるが、

とうとう皆様の目の前に、そう、今日は皆様の健康のためでございます。私と同年代のかたも数多

くいらっしゃると思います。ちなみに、私は1949年生まれ、昭和24年生まれでございます。当年とっ

て 59 歳、もうすぐ還暦を迎えるという。還暦を迎えようとしていても、このように健康でいると

いうことが一番でございます。大きな声を出す、これは一つの健康法でございます。そして、大き

な声で笑う、これも健康法の一つです。

　年をとれば、必ず様々なことに遭遇します。ちょうど、僕も 45 歳のときに、今からもう 15 年

近くなりますか、そのころ、私は音楽家でありながら、だんだんと難聴になっていったわけでござ

います。皆様はご存じないかもしれませんが、テレビを見ていて、「あら、何か耳につけてる」と

お気づきになったかたは、100 人いる中で、１人か２人。ついこの間、「徹子の部屋」というのに

出ました。その時に、徹子さんのあのマシンガンのようなトーク、それを、私の難聴の耳では、全

く聞き取れないわけでございます。特に、女性の声は聞き取りにくいと、よくいわれています。そ

の中でも、女房の言ったことが聞こえないことが多々あります。聞こえないようにしているわけで

はございません。本当に聞こえないのです。そして、車の中、運転手さんとの会話、これも全く聞

き取れません。ある大学の教授が、このようなことを言っていました。ほほえみ返し。そう、内容

も分からないのに、その雰囲気だけで、「そうですよね」。本当にそのようなことが多々あります。

　ついこの間、女房とこのような話をしました。もうすぐ還暦を迎える私でも、子どもが生まれた

のが 50 歳、52 歳、そして 58 のときの子どもが今います。いえいえ、健康なのです。子どもの運

動会に「パパ、行く？」と。運動会という言葉は聞こえたのですけれども、行くか行かないかを問

うていたわけでございます。その時、「うん、そうだな。運動会、いいよなあ」などという話をし

ていました。彼女は、「うん」と言った言葉で、息子の運動会に僕が参加するということを決めて

いました。その２日後、「パパ、どうする？　何着ていく？　暑いからさあ」「えっ？　何？」「運

動会行くって言ったじゃない」「えっ！」。それから冷たい夫婦生活が３日間ほど続きました。言葉

をしっかりと聞かないということは、そのぐらいに難しいことがいっぱいあります。安請け合いを

してしまう、様々なこと。

　こうやって見ても、僕の左耳、分かりませんよね、きっと。「徹子の部屋」でもやっていました

けれども。でも僕は、補聴器をつけることに、全くプレッシャーはなかったのです。そして、嫌だ

とも思っていませんでした。それは、体の衰えはだれにでもあります。髪の毛が抜ける、歯が、そ

して目が、様々なことで、皆さんは治療します。芸能人は特に、髪の毛などがパーッと抜けたら、

それこそかつらをかぶる人まで出てくるわけでございます。歯がだめなら、そこに差し歯をする。

目がだめなら、メガネをかける。そう、耳も一緒です。そして、一番大切な耳です、僕にとっては、

音楽をやる面では。ですから、僕は胸を張って、補聴器をつけていますということを。

　この間、ＮＨＫの番組にふっと出たときに、討論会がございました。その時に、大学に行って、

全部耳を調べてもらいました。高い音が聞こえないらしいです、どんどんと。ただ、僕の場合は、

この難聴は、年からくるものだと。特に僕の場合は、いつも音に、そう、音と接してもう 42 年、

ソロ歌手になって、もう芸歴が 40 年、42 年間、ずっとこの耳を駆使してきました。その中で、一

番大事な耳に、様々なことでケアをするということは、非常にいいことだと思っています。もし、

皆様の中で「耳が」と思ったかたは、ぜひ一度お試しになってください。すると、また世界が全く

変わってまいります。そして、女房の声がこれほど美しかったのかということを再確認した今日こ
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のごろでございます。ちょっと嘘をついておりました。

　今日は、皆様にお集まりということで、僕の講演ではございません。そして一番最初にパッとこ

の看板を見たときに、「しげるの時間」。ちょっと照れました。私、60 近くになって、「しげるの時間」

でございます。しかし今日は、この「しげるの時間」をたっぷりと皆様に、そう、お耳の恋人になっ

ていただきたいと思っています。今日、耳の悪いかたもいらっしゃると思います。そして、ここに

歌詞が全部出ています。歌い手というのは、歌詞が出ながら歌うということが、一番プレッシャー

がかかるのです。しかし今日は、一言一句間違いなく、皆様にお届けしたいと思っています。

　それでは、この 59 年間、僕は芸能界に入って、みんなに何と呼ばれているか。「恋する病原体」

とまで呼ばれています。恋の病原菌、それは難病でも何でもありません。恋の病原菌は甘酸っぱく、

ほろ苦く、全く体に害になりません。女性は、この声の病原菌にかかると美しくなるという、昔か

らの言い伝えです。もう１曲聞いたあなた、このようにきれいになってしまって。社交辞令はこの

ぐらいにして、それでは早速、恋の歌を。恋。「ただそれだけ」

（歌）

松崎　そう、恋をすると、その人しか見えなくなってきます。「恋は盲目」といいます。皆さんも、

今でもそうかもしれません。そして、若いとき、様々なことで恋をしたとき、その人しか見えなく

なってくる、そのような瞬間があります。僕も恋多き男性でした。恋の歌を歌うには、それなりの

恋の経験が必要です。人生経験。そこへいきますと、私は、芸能界の中では、人生経験が豊富でご

ざいます。３度の結婚、２度の離婚。別れた女房がみんな幸せでいるという、今日このごろ。１人

めの女房は、なんと一つ年上の姉さん女房でした。ブラジルで今、イメルダ婦人のような生活を続

けている今日このごろです。２人めは、なんと 13 歳年下、スーパーモデルでした。なんと今、皆

さんもよくご存じかなあ、Ｂ’ｚの稲葉という、年収 260 億も稼ぐ歌い手がございます。その女

房になっております。どのような歌い手かといいますと、高い声を出して、一生懸命歌う歌い手で

す。「おれと一緒じゃねえか」。そのようなものでございます。そのような彼女たちと様々な話をし

ます。「えっ！　別れてからも？」。そう、３人で食事をすることもあります。今の女房はそれを嫌

がるので、今の女房は連れて行きません。でも、昔の同窓会のようなものです。男などというのは、

本当に情けないものです。その両サイドに挟まれて、お金を払うのは必ず僕です。いいのです。

　さて、恋する病原体。さすがです。２曲歌いますと、自分が歌っているこのステージから、プラ

トニックラブ、片想いをします。今日もいました、すてきな僕の相手が。こちらではないことは確

かなのです。それがあなたです。そうそう、あなた。その太っているかたの横のかた。恋をすると、

その人しか見えない。恋は盲目、それがあなたなのです。その太っているかたの横のかた。ごめん

なさい、太っているかた。「あなたしか見えない」

（歌）

松崎　ラブソング、それはもうだれしもが必要な音楽といいますか、音楽の 90％はきっとラブソ

ングだと思います。そして、そのほかの 10％、地球に、そして平和に、安全に、様々な歌があり

ます。でも、僕はずっとラブソングを追いかけています。60 近くになっても、まだまだ分からな

いことだらけです。男と女、同じシチュエーションで、同じ場所で、同じ時間に、同じ天気で男と

女が会っても、その一つ一つのラブストーリーは変わっていきます。

　その中で、僕の 1949 年、まだ時代は戦後間もないころです。何しろベビーブームといわれたこ

の時代、中学生浪人が出る。１クラス 60 人は当たり前の話でした。それが 13 クラスも。僕の生

まれは東京。東京は、高級住宅街で有名な、新小岩というところです。ちょっと嘘をついておりま

した。東京は東京でも、ド下町です。隣が柴又の帝釈天、寅さんで有名なところです。下町情緒の
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非常に厚いところです。雨がちょっと降ったら、隣のおばさんが洗濯物を勝手に取り込んでおいて

くれるのです。そして、おかあちゃんの言う言葉がいいです。「シゲぼう、あのさあ、洗濯物取り

込んどいたから、あとでおかあちゃんに取りに来るように言うんだよ！」。いつも怒られているよ

うな毎日でした。でも、その活気たるや、まだ三種の神器がなかったころです。三種の神器。今は

当たり前。冷蔵庫、洗濯機、テレビ。テレビが最初に来た家は大変でした。あのころの新聞記事を

覚えています。テレビのある家に、様々な人が、知らない人まで上がってくるのですって。そして、

戦後間もない、バラックのような家です。床がボーンと落ちる。そのような記事が、東京では当た

り前のように。うちに初めてテレビが来たのが、小学校３年。僕の時代で小学校３年でテレビがあ

る家は、金持ちのほうでした。僕が偉いわけではないのです。おやじが偉かったのです。一生懸命。

全部、テレビの上に、このようにカバーをかけて、カバーをおもむろにスッと開けます。テレビの

前に正座。お父さんが、おれが買ったのだというような威厳を保ちながら、スイッチを入れるとこ

ろまで、自分で言うのです。「スイッチを入れるぞ」。ガチャッ。ブラウン管が温まるまで１分ぐら

いかかるのです。やっとバーッと出てきたあの時代を、いまだに思い出します。今お笑いになった

かた、かなりの年齢のかただと思います。

　でも、テレビがなかった時代、僕にとっては、何しろ映画館に行くのが、僕の最大の娯楽でした。

娯楽。新小岩の駅前に映画館がありました。初めて行ったあの映画館の大きさに圧倒されました。

学校の体育館よりも大きいあの劇場、その中に大きいスクリーンがありました。その大きいスクリー

ンから、様々な主役たちが、僕たちにいろいろなことを教えてくれました。僕の第２教科書は映画

でした。ヘアスタイル、ファッション、歩き方、恋の仕方、キッスの仕方まで。日本にはキッスの

習慣がありません。しかし、僕が見た映画はみんな、あいさつするだけで、チュッチュコ、チュッ

チュコしているのです。そのような面で、私は早熟でした。僕のファーストキッスは 14 歳、中学

２年の夏でした。場所は、江戸川のあの土手。夕日に向かって、２人で歩いたのです。僕の相手は、

一つ年上、バレーボール部のキャプテン、キムラマサコ。名前を言っただけで、顔が赤くなってし

まいます。色が黒くて分からない。すみません。場所もいろいろでしょう。このようなファースト

キッスの話をしていると、皆さんもにやけているのがよく分かります。今、頭の中に、「わたしの

ファーストキッスは、お父さんじゃないことは確かね」。そのようなかたが 90％以上だと思います。

場所もいろいろ。公園、お祭りの終わった境内の裏、海辺、森林、車の中、彼の部屋、彼女の部屋、

防空壕などというかたもいらっしゃるかもしれません。だれも戦争などはしたくないのです。でも、

防空壕に逃げた、あの若者たち。２人が、その防空壕で、外は戦争。「戦争なんて。なんでこんな

目に遭うんだ、僕たちは」。そこで初めて交わした口づけは、本当に一生忘れられないような、感

動的なものだったと思います。僕のファーストキッス、夕日に歩きながら、彼女が急に立ち止まっ

たのです。そして、ゆっくりと目を閉じて。さすが、バレーボール部のキャプテンです。僕よりも

20 センチも背が高く、僕の背に合わせるごとく、ひざを折り曲げ、今だ、キッスは今だ、映画の

ようにかっこよく。でも、心とは裏腹、そうなのです、心臓が口から飛び出しそうというのは、あ

の時のことです。そのような思いを、何千人、何万人、ここにいらっしゃる中では、半分以上のか

たが、そのようなドキドキ感を味わったと思います。

　僕の大好きだった映画。昭和、平成と年号が変わりました。平成という看板を持っていたおじさ

んが、小渕さんです。後々、総理大臣、そしてご病気でお亡くなりになりました。するとどうでしょ

う。国民に一番支持率の少なかった、一番人気のなかった森さんがなったのです。でも僕は、何と

なくあの人が好きなのです。僕とちょっと似たところがあるのです、ものを考えないで言ってしま

うところが。平成というその名は、きっと僕にとっては、ネバー・ギブアップ。おしんのように耐

え抜く、何かに関して我慢強くなる。僕は絶対にあきらめない。このあきらめない精神が、ネバー・

ギブアップ。でも、どうでしょう。平成になって、去年、黒人初のアメリカ大統領のオバマさんが、

このような言葉を言いました。「Yes, We can」。おれたちはできる。僕たちはできるのだ。昭和と

平成の違いは、きっとこの言葉にも象徴されるように、「Yes, We can」。自分たちから始動すると
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いう時代に変わってまいりました。僕もそのとおり、60 になってもきっと歌い続けると思います。

「いくつまで歌いますか」と言われたときに、ちょっと間違った言葉を言ってしまったことがある

のです。「一番下の子どもが 20 歳になったとき、それまでは歌いたい」。一番下が 20 歳になった

ときは、僕は 77 の喜寿です。でも、それ以上に歌っていたい。生ある限り。皆さんも、健康にとっ

ては、そして皆さんの健康は、生ある限り、様々なことで、耳が悪ければ補聴器をつける、目が悪

ければメガネをかける、歯が悪ければ歯の治療を、差し歯もいいでしょう、インプラントもありま

す。様々なことが今、人間の力で補えるものは、どうぞ皆さん、試してみていただきたいと思いま

す。僕も、これをしながら歌う。でも、全然苦に思っていません。年からくる、そう、勲章だと思っ

ています。それは、それだけこの人生の中で、様々な人の言葉に耳を傾けてきた証拠だと、そのよ

うに思っています。そして、音楽を、人の３倍も４倍も聴いたというこの耳です。

　これから皆さんにお贈りする、僕の大好きな映画、映画音楽をこれから皆様にご紹介したいと思っ

ています。平成の名画、ニューヨークの恋の物語、「ゴースト」。そして、ケビン・コスナーが身を

ていしてホイットニー・ヒューストンを助けるという「ボディーガード」。そして、荒くれ男の「荒

くれ男の消防士」。「オールウェイズ」。そして、空前のヒットを遂げた「タイタニック」。このタイ

タニックの映画を見たかた、船に乗ると、必ずやってしまいたいことがあるのです。船の先端に行

き、だれも見ていないかよく確かめ、「お父さん、今」。僕もその１人。これから、平成のスクリー

ンミュージック・ラブソングをお聴きいただきたいと思います。まずはこのようなナンバーから。

（歌）

松崎　映画のワンシーンというのは、本当にその映画音楽を聴いただけで、頭に浮かんできます。

名ゼリフ、様々な映画をご覧になった皆様はきっと、カサブランカの「君の瞳に乾杯」。これをま

ねして、何人かが女性から殴られたという話を聞いています。そうなのです。そのシチュエーショ

ンもありますし、やはりそのムードにさせるというのは、きっと大切なことだと思います。

　ついこの間、「Yes, We can」という新しいアルバムを作りました。そのアルバムは、今歌われ

ている曲から、坂本九さんの「上を向いて歩こう」まで、人々がその音楽を聴いたとき、愛とか、

力とか、勇気とか、そのように持てるようなアルバム作りをしました。５月 27 日に発売になった

ばかりなので、お買い上げになったかたもいらっしゃるかもしれませんし、まだ知らなかったかた

は、ぜひお帰りにはＣＤショップに、「ふだん行かねえからなあ」というところもちょっとのぞい

てみて、「松崎しげるの『Yes, We can』くれ」と言えば、「そうですか」と、にこやかに売ってく

れると思います。

　でも、音楽の力というのはすごいなあと思うのは、僕もこのレコーディングをしながら、歌いな

がら、音楽の力のすごさを、また再確認しました。それは、歌いながら、自分も元気になっていく。

そして、その曲から勇気をもらっていく。今日来ていただいた皆さんの、そのような勇気の歌になっ

てくれたらうれしいなと思っています。そして、その歌に乗せ、時代背景が全部分かってきます。ちょ

うど御巣鷹山のあの事故、九さんのあの事故です。１週間前に、僕は東京駅で会いました。相変わ

らず、すばらしい先輩でした。「松崎君、どこ行くの？」「大阪に行くんです」「頑張ってな」。ずっ

と、そのようなすばらしい先輩の背中を見て育ってまいりました。今、これから自分が残していか

なくてはいけないことをきっと、後輩に優しく、そしてスタッフに優しく、様々なことでいろいろ

なふうに分かち合っていきたいと思っています。

　僕の大親友に、西田敏行というのがいます。フクフクまんじゅうのような男でございます。売れ

ないころからの友達。彼とは、男の言葉ではいやらしい言葉ですが、強いて、僕たちの仲を、けつ

の毛まで分かっている友達です。そのようなことを言ったら、西田がこのようなことを言いました。

「いいや、まっちゃん、まっちゃん、違うだろう。けつのしわまで分かってるって言えよ」と、こ

うなのです。そのぐらいに、僕たちの青春というのは楽しいものでした。会えば酒をくみ交わして、
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そして色っぽい話の連続でした、20 代、30 代、40 代までは。50 代になって、最近またよく２人

で会います。西田がこのようなことを。「最近の会話が、薬と病院の話ばっかりでございます」。彼

も心臓発作で倒れてから、様々なことに、血をきれいにしなくてはいけないということで、タバコ

を止めています。でも、酒は相変わらず。僕のステージを見に来て、ワインを１本半飲んでしまっ

たのです。それから終わってから、「まっちゃん、今日ちょっとどっか行こう。すし屋にちょっと

行こう、すし屋に」。おすし屋にスッと行きました。すると、彼はいつもの調子で、「お銚子２本ね」

「おい、にしやん、医者から飲んじゃいけないって言われてんじゃねえか」「いや、お銚子２本まで

はいいんだよ」「その前に、おまえは何飲んだんだ」。もうベロベロなのに。でも、タバコを止めた

分だけしょうがないな、これ以上言っても。あいつも 62 ですか、今年。ざまあ見ろ、本当に。　

　

　さて、これから皆さんにお贈りするのは、このステージ最後の曲になります。皆さんといっぱい

お会いできることがあると思います。今年の 11 月から、松崎しげる、ソロ歌手では 40 周年ですか、

40 周年のコンサートで全国を回ります。ぜひ、看板を見たかた、あの健康のあの講座に僕は行っ

ていたのだよと入り口の切符売場で言ってくれたら、スッと入れるものではありませんが、にこや

かに、「ああ、そうですか。切符は？」と言われますので、よろしくお願いしたいと思います。

（テープ反転）

松崎　……生ある限り、そして体の続く限り。ちょうど還暦を迎える 11 月でございます。同い年

のかた、「まあ、あいつがあんなに頑張ってんだから、おれも頑張れるよ」。そう、僕はそのような

役目です。

　僕の同級生に、テリー伊藤というのがいます。学校の同級生です。そして、同い年で、交流の深い、

ガッツ石松というのがいます。それから、「笑点」でおなじみの、楽太郎という腹黒いやつもいます。

この４人を見ても、ガッツがあります。元気があります。そして、病気に負けないという、そのよ

うな気力を持っています。僕はきっと、年をとって必ず訪れる、様々なことがあります。でも、そ

れは仕方がないこと。そして、僕が言うように、それは今までまじめに生きてきた、その勲章だと

思う気持ちのほうが大切だと思います。そしてその勲章を、どうぞ胸を張って、歯が悪ければ、目

が悪ければ、耳が悪ければ、髪の毛がなければ、何でも今はできる時代です。どうぞそのガッツで、

そして一番大切なのは、やろうとする気力です。病気になっても、気力がある人は、必ずそこから

立ち上がります。ぼくの三原則、気力、体力、のどの強さ。この三原則があれば、僕は、生ある限

り、きっと歌っていると思います。

　ちょうど、僕は、小学校、中学校、高校と野球をやりました。高校野球、もちろん目指すは甲子

園。練習はしたけれども、甲子園の夢はつい破れました。でもあるとき、僕のこの仕事の歌が、ガ

キのころの夢を果たしてくれました。選抜高校野球第 50 回記念大会の入場行進曲「愛のメモリー」。

この曲は、僕にとって様々な思い出を作ってくれた曲です。初めに作られたのが 36 年前。スペイ

ンはマジョルカ島というところの音楽祭でした。地中海のど真ん中にある、夢のような島です。ショ

パンが晩年暮らしたといわれる愛の島、そして音楽の島です。その島で、この「愛のメモリー」、いや、

そのころは「愛の微笑み」というタイトルになっていました。力一杯歌い、そして第２位、そして

最優秀歌唱賞をとって、意気揚々と、そのころの国際空港、羽田空港に降り立ったのです、トロフィー

を持って。きっと、テレビカメラと記者会見がすごい。だれもいなかったのです。ああ、日本はこ

んなものだ、まだ。もっと自分が頑張らないといけない。その時の嘆きは強かったのですけれども、

その時にもっと頑張ろうと思ったのがよかったのだと思います。レコード会社にこの曲を持って行

きました。「こんな難しい曲、だめだよ。売れないよ」。世の中は、ちょうど花の高３トリオのあの

時代でした。山口百恵、桜田淳子、森昌子、この３人が一生懸命歌っていました。その中に「愛の
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メモリー」が入るには、あまりにも大変でした。でも、あの嫌がっていたレコード会社が、このよ

うなことが起こったときに、もみ手で「いい曲ですね」と言ってくれたときがありました。グリコ

アーモンドチョコレートのＣＭソングに決まったとき。初めは、僕が画面に出て、コマーシャルソ

ングを歌うという、99％そのような話が決まっていました。ちょうどそのころ、有望新人といわ

れる役者が１人、大したやつではないのです。だれが見ても、わたしの勝ちでした。２人でオーディ

ションを受けるということで、大きい部屋に２人がポーン。ふっと横を見た時に、僕のこの立ち居

振る舞い、そしてこの清潔感、私の圧勝ですと思いきや、ちょっとの差で、ほんのちょっとの差で、

僕は歌だけ、画面には、大したやつではないのですが、僕の代わりに、さも自分が歌っているよう

な顔をして出たのが、三浦友和というやつなのです。悲しい経験です。今日、お耳の悪いかたが、きっ

とこれを見ながら、歌は聞こえないけれども、松崎の姿だけ。姿は見せられたものではありません。

すみません。手術でよくなるものであれば、ぜひ一度、音楽の世界に身を投じてほしいと思います。

そのような気持ちもいっぱいで、この曲を今日の最後の曲としてお贈りしたいと思っています。「愛

のメモリー」

（歌）

松崎　どうもありがとう。すばらしい拍手です。また来ます。
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閉会謝辞

副会長　池 田  博 行　

池田　皆さん、お疲れさまでございました。本講演会の終わりにあたりまして、主催者であります

医師会を代表いたしまして、一言お礼の言葉を申し上げます。

　本日は、お暑い中、また何かとお忙しい中、多数の皆さんがたにご出席をいただきまして、この

講演会も非常に盛大に行うことができました。２時 50 分の段階で 1,134 名ということでございま

したが、今、松崎先生の歌とトークの時にちょっと後ろを見ましたら、びっしり一杯でございまし

た。1,500 名ぐらいにおいでいただいたものと思っています。本当にありがとうございました。

　Ⅰ部の、真鍋先生の老化のお話、また老人性の難聴と補聴器の上手な使い方というお話やら、続

いて小野先生のゆる体操ですか、リラックスしたブルブルブルというような運動です。それから、

お待ち兼ねの第Ⅱ部の松崎しげる先生の歌とトークということですが、今日は、講演会というより

は、むしろ松崎しげるコンサートというような具合の感じを受けたほどでございました。

　それから、本講演会は、平成元年に第１回を始めまして、今回で 21 回ということでございます。

来年の 22 回は、７月３日、７月の第１土曜日の午後に予定いたしておりますから、またよろしく

お願いしたいと思います。

　それではこれで、第 21 回健康教育講演会「すこやかに生きるために」を終わらせていただきます。

どうもありがとうございました。
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平成 21 年度

第 21回　健康教育講演会実行委員と役割

　　　　氏　名　　　　 役　割

１．　小野　好彦　　　総括、進行係

２．　鳩田　武則　　　進行係

３．　瀬尾　一郎　　　講師係

４．　大西　春樹　　　講師係

５．　森川　公一　　　救護係

６．　新鞍　　誠　　　会場係

７．　　　　博三　　　会場、救護係

８．　中津　守人　　　会場、救護係

９．　石川　　浩　　　写真係

１０．大西　泰裕　　　アンケート係

１１．仁井　昌彦　　　アンケート係

１２．西岡　出雄　　　第Ⅰ部司会



− 105 −

【第 21回健康教育講演会の報告】

　平成 21 年 7 月 4 日（土）、観音寺市民会館大ホールで、第 21 回健康教育講演会を開催しました。

参加者は 1157 人でした。

　高齢者に多く、QOL を阻害している難聴を、今年度の第 21 回講演会に取り上げました。第 1 部

では、医療法人社団眞鍋俊毅先生に、年齢による聞こえの衰えと補聴器について講演していただき

ました。十人十色の難聴は、耳鼻科専門医による聞こえの検査、補聴器の精密な調整、自分の努力

により、それぞれの人が日常会話を楽しめるようになれる、とのお話でした。第Ⅱ部は、難聴を補

聴器で克服し、還暦を迎えた現在も、立派に歌手活動を続けている、松崎しげる氏の「歌とトーク」

でした。松崎氏は、45 歳のときから補聴器を使っており、補聴器を使うようになったのは、歌手

として普通の人より何十倍も音楽を聴いた勲章だ、とご自分の難聴を受容しているお話し、感動的

な熱唱、さらにウイットに富んだトーク、とすばらしい内容でした。

　そのほか、第Ⅰ部とⅡ部の合間に、「ゆる体操」と昨年のアンケートの報告をしました。

また、難聴の方にも理解しやすいように、サブスクリーンに映したサークル「ゆうあい」の人達に

よる要約筆記は、来場者全員に、講演および「歌とトーク」の内容を理解するのに役立ったようです。

アンケート結果からみると、今年度の講演会は、大多数の人に高く評価されたように思われました。

　救護を必要とする急病人もなく、講演会は無事終了しました。

　以上、簡単ですが第２１回健康教育講演会について報告いたしました。

（平成２２年３月２７日　三豊・観音寺市医師会定時総会）　

（報告小野）　


