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この度、ピアサポートグループ「そよかぜの会 in茂原」から広報紙の第五号を発

行させていただくことになりました。 

ちなみに、「そよかぜの会 in 茂原」とは、精神的な病や障害を持つ当事者の人達

同士が集まって一緒に様々な活動をすることで、お互いのリカバリー（回復あるい

は恢復）を前進させていこうとするピアサポートグループです。活動拠点を、千葉

県茂原市本納にある「スペースぴあ」という作業所内に置かせていただいているこ

とから、会の名称の中に「in茂原」という文字が入っています。 

 今回のこの広報紙のテーマは、「元どおりになることにこだわらず、リニューアル

することの大切さ」です。このテーマで、「そよかぜの会 in 茂原」に参加されてい

る皆様から原稿をお寄せいただきました。 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

■こだわらない、あせらない。 

 

（小野） 

 市来真彦先生の「元どおりになることにこだわらず、リニューアルすることの大

切さ」という言葉を知って、私はハッとした。 

 人は誰でも病気に罹患したとき、何かに失敗したとき、今まで夢見ていたことを

諦めたときに、以前のようにのびのびと過ごせたらなあと思うだろう。元どおりに

なることを強く望むだろう。 

 私は今年の秋で統合失調症に罹患して３０年になる。 

よく有名人やアーティストがデビュー○○周年！と嬉しそうにテレビに出演したり、

ライブをしたりするのを見て、「私も統合失調症デビュー30 周年だ」と思ったりす

る。 

統合失調症に罹患したばかりの頃はこんなにのほほんと構えていられなかったが、

今は病気と向き合いながら生活し、リニューアルを目指して頑張っている。 
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統合失調症になって思ったのは、こだわらないこと、あせらないことが大切だと

いうことだ。人と比べたり、焦ったりするのは悪い結果を招くことが多い。のんび

りと心を大きく持って、自分にしかできない何かを模索していくことがポイントな

のではないかと思う。 

私が統合失調症になったのは、人生にお

いてこの病気を乗り越えていくためのとて

も大事な必須科目のように思っている。病

気にならなければ分からなかったこともた

くさんあり、病識を持って恢復することの

大切さもよく分かった。 

30 年の節目に何かまた成長できるのでは

ないかと思っている。 

毎日を丁寧に過ごして、足元にある幸せ

を大切にしていきたい。 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

■元通りになるのではなくリニューアルすることの大切さ 

 

佐々木健人 

 私は統合失調症の当事者です。退院し、自分ではそれなりに恢復してきて安定も

していると思ってはいますが、未だ就労はできていない程度の状況です。 

 そんな私から、このお題（タイトル）について語りたいことは、二つあります。 

 一つ目は、現状の統合失調症の恢復とはリニューアルであること。 

 二つ目は、私の中で病気とは分けて考えて付き合っている問題も、解決する場合

はリニューアルになる場合が多いということです。 

 順番に語っていきます。 

 まず一つ目ですが、統合失調症は人によっ

ては完治しない病気だと捉えています。現代

の医学の限界ということです。 

 皆さんご存じだとは思いますが、自分に合

った薬をきちんと飲んだり、あるいは注射で

打ってもらって、なおかつ規則正しい生活を

していれば再発はある程度防げますが、きれ

いさっぱり治る、ということは現状ではあり

えません。 
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 つまり、回復ではなく恢復ということになります。 

 この時、病気が治らない以上は、病気になる前の自分とはどうしても違う自分に

ならざるを得ません。病気がある点や、その病気とどう付き合っていくかという点

が加わるのですから。 

 そこで、どうせ違う自分にならざるを得ないのなら、より良い自分になる……リ

ニューアルした方が良いのではないか、ということになります。 

 言うは易し、ではありますが、病気を受け入れ、病気と共に生きていくしかない

のだから、その上でより生きやすい自分に変わっていった方がいいのではないかと

いうことです。 

 

 次に二つ目です。私は病気にかかる前から、悪魔や、それに与した人間と戦って

いるという考えを持っています。 

 といっても、この肉体で殴ったり蹴ったりするのではなく、別の次元上での、攻

撃や呪いに対抗したりするということです。 

信じがたい話だとは思います。私も自分の実体験でなく他者が言っているのであ

れば、それこそ精神科の受診をすすめていることでしょう。 

 話を戻しますと、この戦いでも、「リニューアル」が有効なのです。 

 呪いを返すなりしたとしても、そのままではそうするまでの被害を受けた部分は

残っているし、再び呪いを受ければ同じだということです。被害については治すこ

とになりますが、それだけでは足りません。「呪いを受ける前の状態に戻す」だけで

はダメで、リニューアルし「自分がそもそも呪いの効かない状態になる」ことが大

切だということです。 

 ここまで読んだあなたはお気づきかもしれませんが、いかにこの戦いが病気にか

かる前から続いているとはいえ、他者からすればどうみても統合失調症の一環だと

いうことになります。 

 何が言いたいかというと、そういう「自分では病気だと思っていないけれど、お

医者さんや他人からは病気だと言われている事柄」についても、リニューアルは有

効である場合があるということです。 

 それが、本当は統合失調症の一部だから

なのか、それともリニューアルするという

考え方がたいていのことに有効だからなの

か、私にはまだわかりません。 

 しかし、現実に苦しんでいるなら、その

原因も何かがあるはずなので、それとうま

く付き合っていった方がいいはずです。 

状況に合わせて自分を変え、リニューアル

し、生きやすい生き方をした方がいいとい

うことです。 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

■もとどうりになるのでわなく リニューアル することの大切さ 

 

太郎 

リニューアル renewal 元のものに手をいれて新しくすること。 

 

時間は戻らない ボタンの掛け違えは どうすれば 治りますか？ 

これには 沈黙 するしかない 何故なら ボタンの 掛け違えは 間違ったとこ

ろ まで戻らないと 治らない 

精神的な 障がい者に ならなければ 

違った 人生が あったのにと 愚痴っ

ても 何も変わらない その 瞬間 瞬

間が 現在で 戻れない 人生を 仕切

り直し 一歩 一歩 夢を 歩く 

精神障がい者が 裁判所で 無罪に な

る 恐ろしい。 何でも 許される その

後 精神病院に 措置入院 される そ

のことを テレビカメラが 入らない 

全て 隠ぺい される 保護室の 劣悪

さ トイレと 一緒くた 恐ろしい。 

 

日本国憲法に 日本人には 最低限の 生活を 保証する それが 生活保護 最

低限と 書いてある。 イタリアは 精神病院が なくなった。 

病気に なった。 人が 退院になった人を 支えるため 

日本人の 精神病院は 障がい者を 潰さないと 天皇陛下 皇族が 危ない 

その根拠に 天皇には 念しかないと 言う概念が あるから。 

江戸時代から 明治維新の 時に 廃藩

置県 今の 県が 藩だった それだけ 

巨大な 土地を 持っている 大名と 

江戸時代 天皇 皇族と 大名が 婚姻

を 繰り返して居た それを 恥ずかし

いと 大正時代に 殺してしまった 太

宰 治の 斜陽の美学 大名が 潰れて

いくにも 美しさがある 京都に住んで

いた 天皇が 東に移り 東京 理に 

適っている 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

■「リニューアルしていくことの大切さ」について 

 

水島 

自分自身の過去と現在、そして未来は、それ

ぞれが別々に独立して存在しているのではない。

取り替え不可能な一つ一つの環境条件や、一つ

一つの努力や選択、一つ一つの失敗や達成など

が、あざなえる縄の様に複雑に絡み合って、そ

の上で「自分の人生」とでも呼べるような形を

成している。 

それだけに、「元どおり」に戻ることも、自分

が思い描いている様に「リニューアル」してい

くことも、とても難しいことなのだと思う。自分を変えていく、自ら変わっていく、

というのは大変な作業なのだと思う。「このままではだめなのだ」という事実を現実

から突き付けられても、思い通りに変わっていく事はとても難しい。 

自分自身に関して、「そのままを受け容れていく部分」と「リニューアルしていけ

る部分」とを、まずはしっかり仕分けしていく必要があるのかも知れない。この現

実の中で「生きていく主体」「行動していく主体」として、「このままが良い部分」

や「どうしようもなく変更し難い部分」などは、大切に守り育てていく必要がある

ような気がしている。 

一方で、自分が生活していく場所、あるいは自分が働いていく場所、そういう「環

境」に応じた「リニューアル」も必要なのだと思う。現実の環境に合わせて、自分

の表面的な部分や、場合によっては自分の本音に近い部分もリニューアルしていく。

自分の「どうしようもない」部分や「どうにもならない」部分、そして「こうあり

たいという自分の希望」などを自分自身としてどうにか受け容れて、そういう部分

と周囲の環境とを長い時間をかけてすり合わせていく。そうすることで社会の中に

自分自身の居場所や役割や収入源などを確

保していく。そういう努力や試みが、「リニ

ューアルすることを大切にする」というこ

とに繋がってくるのかも知れない。 

半年後や一年後には、すっかり考えてい

ることや思っていることが変わってしまっ

ている可能性もあるが、現時点ではこのよ

うなことを考えながら一日一日を過ごして

いる。 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

■「元どおりになるのでなくリニューアルすることの大切さ」について思うこと 

 

長谷川 信 

(リニューアルの必要を感じた体験談)と(具体的な方法)を述べます 

 

(リニューアルの必要を感じた体験談) 

１、幻聴という症状がありました。人との信頼関係から症状が取れました。そこで

残った自分は、元どおりでなく、信頼関係を作った経験をしたリニューアルした自

分でした 

 

２、水中毒という症状がありました。人と信頼関係を作り、守られていることを感

じ症状は消えました。そこで残った自分は、単に水をたくさん飲まない元どおりの

自分でなく、前向きにリニューアルしていく姿勢のできた自分でした 

 

３、以上のように症状が取れたり回復していくということは、もっと言うと人生は

リニューアルの連続だと体験から思います 

 

(具体的な方法) 

リニューアルの方法はたくさんあります。その中で、今、自分のしてることと、そ

の原則を述べます 

 

１、今、自分のしてること 

自分に「生活の中で良かったことはないだろうか？」と問いかけます。すると毎日、

食事が与えられてること、その他、不思議な力で、日々必要なものが与えられてる

ことが思われます。すると「感謝」の思いがわき、日々リニューアルになります。

ちなみに「感謝」の反対は「当たり前」だそうです 

 

２、リニューアルの原則 

日常の生活情報を自分にインプットして「思

い」を生み出すことです。生み出す思いは、

マイナスな思いでなく、愛や感謝などの良い

思いがいいと思います。前向きな思いもいい

と思います。自分は頭で考えるよりノートに

書く方が良い発想が生まれます。人に相談す

ることもあります。良い発想の本やユーチュ

ーブを参考にすることもあります 
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(まとめ) 

リニューアルをとめるということは生命活動をとめるということです。心地よいリ

ニューアルが回復につながると思います 

 

人生は苦しいこともたくさんあります。そういう時は、人や音楽から、なぐさめを

受けて、きっと良い時がある、と考えて、前向きに耐えて、対応して、リニューア

ルして進んでいます。以上です 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 

■春色恋模様 

 

 

あなたに伝えるね 

 

あなたが大切です  

 

笑顔がまぶしくて 

 

なんだか泣けちゃいそう 

 

毎日を歩いて行けるのは 

 

そう 

 

あなたがいるから 

 

春が来たら 

 

あなたに伝えるね 

 

あなたが大好きだよ 


