ジョグトリ「カッパ
先生」の中島です。今
回はワープの極意につ
いてではなく、網本さ
んから教わった発声法
についての投稿です。
４月に開催された平
戸古地図ウォークの
後、松浦史料博物館で
網本さん達と一緒にラ
ンチをしました。その
とき、いつもの調子で
網本さんが健康法や発
声法を自慢し始めまし
た。網本さんの話は面
白いが、やや胡散臭い
ところもあるので、始
めは話半分で聞いてい
ました。
健康法はインパクト
少であまり印象に残ら
ず、発声法に話題が移
り、その話の中で「息
を吸うように声を出

は、ジョグトリ関係の
お願いに初めて訪問す
る家では「こんにち
は！」と短く甲高く挨
す。」という奇妙な発 拶したときは返事は早
言に私のアンテナが反 いが警戒される。「こ
んにちわ～」と腹式発
応しました。
どういうこと？息を 声でゆっくり挨拶する
吐かなきゃ声は出ない と、返事は遅いが好意
で し ょ ！ と 周 り も 反 的とのこと。声の波長
論。私も同感。否定的 が、聞く人の気持ちを
な雰囲気の中、網本さ 和らげ、信頼感をアッ
んがこんな感じですよ プするそうです。眉唾
～「こんにちは～」と ものではありますが、
声を出しました。詩吟 理 屈 は 通 っ て い る の
やお経のように声がよ で、ものは試し、やっ
く通ります。腹式呼吸 てみました。
応用例① 寮監長の
による発声法を、息を
吸うようにと表現した 仕事もしているので、
ものではないかと勝手 朝は寮生を「起床」と
に解釈しました。私も 言いながら起こして回
教員の端くれなので仕 ります。寝ぼけた生徒
事 が ら 発 声 は 大 切 で を起こすのは大変で、
と怒鳴ると、
す。これは使えるかも 「起床！」
しれないと感じて、積 生徒からは「チキショ
極 的 に 話 を 聞 き ま し ウ！」と反撃を食らう
ときもあるようなバト
た。
網 本 さ ん の 経 験 で ルの時間、「きしょう

～」と発声したら少し
間をおいて、ぞろぞろ
起き出しました。モス
ラのテーマ「モスラ～
やモスラ」と同じ効果
あり。評価○
応用例② 授業で大
声を張り上げず、発声
法を試してみたら、生
徒は心地よく眠りにつ
きました。評価×
応用例③ 久留米走
ろう会主催「水と緑の
くるめマラソン」開会
式で使ってみたら、
「ラ
ンナーの皆さん集合し
てくださ～い」は遠く
まで声が通り効果的。
ただし、開会式の挨拶
で、ランナーのテンシ
ョンを上げるには効果
薄。テンション上げる
ならジャパネット高田
社長のような甲高くま
くし立てた方が効果
的。評価△
という具合に、あみ
りん発声法の効果をい
ろいろな場面で検証中
です。
ジョグトリでは、ゆ
っくり話しながらいけ
るので、ランナー同士
でもお役立ち情報の異

業種交流ができます。
面白いネタがあったら
教えてください。ジョ
グトリ、楽しみましょ
う。
追記：来年１月１２
日
（日）
は久留米で「第
３回やまづとの道ジョ
グトリ」
開催予定です。

これほど飲める大会は
ありません。飲み過ぎ
ても久大線で帰れるの
で、安心して参加して
ください。カッパがベ
ロンベロンのときは、
田主丸駅まで連れて行
ってください。よろし
くお願いします。

毎朝１時間庭に立っ 見つけたのがハローキ
ているんですが、その テ ィ の 「 虫 よ け ア ロ
際、蚊取り線香を焚い マ」。缶いっぱいにハ
ています。
ローキティが赤ベース
キンチョー・アース で描かれてまして、カ
・フマキラーの各商品 ワイー！って、これオ
の中で、フマキラーの ヤジが使ったら気持ち
「虫よけアロマ」を使 悪いでしょ！
ってます。効き目３倍
でも背に腹は変えら
らしく確かに蚊がまっ れず、蚊取り線香に虫
たく寄ってきません。 よけアロマは変えられ
その上アロマなので、 ず、カワイーのを使っ
あの咳き込むような刺 てます。それも２缶並
激臭がありません。
べて。
これはいいというこ
別に少女趣味とかじ
とで、缶入りのものを ゃありませんからね、
探したんですが、なぜ と言い訳してみます。
か売ってありません。
とか言いながら、次
缶入りは普通の蚊取り 回のジョグトリップに
線香ばっかり。
持っていってたりし
で、唯一アマゾンで て。（笑）

あれは３月１７日の
ことでした。
やまづとの道ジョグ
トリップの振り返りを
兼ねて、久留米を妻と
訪れました。
山の壽酒造の蔵開き
を皮切りに、久留米ラ
ーメンを食べ、世界の
つばき館を堪能し、シ
ェ・サガラでおいしい
パンを仕入れ、最後に
妻のリクエストに応え
て久留米道の駅に立ち
寄りました。
買い物するつもりは
まったくなく、冷やか
しのつもりで立ち寄っ
たんですが、あるもの
が私の目を引きまし
た。それはカッパの被
り物。久留米といえば
カッパでしょう！とは

いえすぐ買う気は起き
ず、その脇を見るとカ
ッパのネームホルダー
が！
このとき私の中であ
る構想が湧いてきまし
た。カッパの被り物を
被ってカッパのネーム
ホルダーを付けて、
「水
と緑の久留米マラソ
ン」に参加する！これ
はさる５月１９日に実
現しました。頭だけと
はいえ被り物は暑く、
そのせいもあって
（？）
前回よりも大幅にタイ
ムダウンしてしまいま
した。まぁそれはとも
かく。
道の駅内をさらにブ
ラブラしてたら久留米
絣の作務衣発見！以前
からぼんやりと「あっ

たらいいなぁ」と思っ
ていたので、この際と
ばかりに買ってしまい
ました。
久留米三点セット
（？）を購入した幸せ
な私でしたが、その後
さらに幸せな日々が待
っていました。
この久留米絣の作務
衣が、すっごくいいの
です。
着心地もいいし、ち
ょっとした街着にもな
るし、そのまま寝間着
にもなります。ズボラ
な私にはピッタリなア
イテムなんです。
ちなみに街着するに
も、いきなりはできな
くて、家の周りから始
めてじわりとその作務
衣活動範囲を広げてい

きました。いまでは郵
便局からマツモトキヨ
シからスーパーから図
書館からと、普段の生
活をする上ではまった
く不自由なく作務衣三
昧となっています。
先日福岡に行ったと
きにはさすがに普通の
服装にしてしまいまし
たが。
（ちょっと残念）
今では更にもう一枚
アマゾンで久留米絣の
作務衣を購入し、洗濯
しながら交互に着てい
ます。
そして更に更に、
麻ゴザ雪駄を購入し、
日本人の鑑となるべ
く、日々務めていると
ころです。
先日あるところで本
物の和尚さんと会った
ら、その人は合成繊維
の作務衣を着ていまし
た。「この方がシワに
ならなくて」とおっし
ゃってましたが、やっ
ぱり作務衣は国産の久
留米絣に限るなぁと、
密かに心の中でつぶや
いた次第です。
さて今後の展開です
が、マラソン大会を作
務衣で走るなんて粋な

先日父親が亡くなっ
て、直後のジョグトリ
ップは中止を余儀なく
されました。その際に
は、皆様には温かく見
守っていただき、あり
がとうございました。
さて、その後落ち着
きまして、生前乗って
いた３ナンバーの乗用
車をどうするかという
ことになりまして、当
初ディーラーに引き取
ってもらう予定でし
た。その主な理由が、
今住んでいる借家への
道の曲がり角が狭すぎ
て入らないから。
しかしゆっくりした
ある日、チャレンジし
てみることにしまし
た。入る分にはそれほ
ど難しくないんです
が、問題は出ていくと

ことができたらいいな
ぁと。でもジョギング
シューズじゃ合わない
し、雪駄で走ってまた
膝をやったら元も子も
ないしなぁなどと、思
いは尽きません。

き。狭ぁい道を慎重に
慎重にハンドリングし
ていきます。やはり一
回じゃ無理で数度切り
返したら、なんとか抜
けれました。いけるじ
ゃん！
で、何度かやってい
るうちに切り返しなし
で直角コーナーを曲が
れるようになったぁ！
ということで、乗用
車が私の手元に来まし
て、さらに倉庫にあっ
た電動自転車までいた
だくことに。
ところが既にうちに
はクロスバイクも原付
きバイクも揃ってまし
て、さてこれらをどう
乗り分けようかと思案
しています。
もらったはいいけれ
ど、の典型例かなぁ？

そのうち作務衣でジ
ョグトリップ登場なん
て日もあるかもしれま
せんね。なんてったっ
て、ジョグトリップは
私の「作務」なんです
からね。

