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当事者会「そよかぜの会 in 茂原」から、広報紙「そよかぜ便り第６号」をお届け

致します！ 

ちなみに、「そよかぜの会 in 茂原」とは、精神科の病や障害などを持つ当事者の

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を前進さ

せていこうとする集まりです。活動拠点を、千葉県茂原市本納にある福祉事業所「ス

ペースぴあ」の中に置かせて頂いていることから、会の名称の中に「in茂原」とい

う文字が入っています。なお、「そよかぜの会 in 茂原」では、新型コロナウイルス

への対策もあり、みんなで集まって話し合うという活動は現在休止中となっていま

す。 

 今回のこの広報紙のテーマは、「新型コロナウイルスを通して感じたこと、考えた

こと」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などか

ら原稿をお寄せ頂きました。 

 

 

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

 

 

■コロナ禍と私たちの生活の変化について 

 

小野 

 

新型コロナウイルスによって、人々の生活は大きく変わってしまった。 

マスクの着用、こまめな手洗い・うがい、手指の消毒、病院などの施

設では体温の測定、三密を避けるなど、さまざまなコロナ対策のもと、

私たちはいつ自分がコロナに罹患するのではないかという危機感に怯

えながら生活しているような気がする。 

今まで「そよかぜの会」、「SSTをやる会」などに月二回ぴあに通所し
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て参加していたが、それも今はできなくなった。いつもの何気ない会話や、メンバ

ーの顔を見るだけで私はホッとしていた。 

今が一番辛抱の時だとも思う。「また電車に乗ってぴあに通う日が来ると良いな」

と思っている。 

緊急事態宣言が一都三県で二週間延長され（2021 年 3 月 4 日現在）、去年に引き

続き、今年のお花見もどうやらできなさそうだ。 

それでも気持ちを明るく持って、過剰な情報に振り回されないように頑張りたい。 

先月、家にばかりいて、気持ちがすごく落ち込んでしまって、友人に LINEを送っ

た。「孤独感と虚しさが強い。」と。友人は私の気持ちを汲んで、長い励ましの LINE

をくれた。 

「私も正直この世の中生きるのがしんどいなと感じるけれども、愛情をいっぱい

くれた両親に対する礼儀は今生を生き抜くことだと思って、今日一日を生きていま

す」というような内容だった。私はじゅうぶん勇気づけられた。 

こんなコロナ禍でも、ライフラインが整っていて、豪華なものは食べられないけ

れど、普通に食べるものにも困らずにいられるのは幸せなことだと思う。 

「おうち時間」が増えたことで、音楽を聴き

ながらゆっくりコーヒーを飲んだり、部屋でミ

ニバラを育てたり、ゆっくりと自分に向き合う

時間は増えたような気がする。 

また自分に今何が大切で、これから先はどう

したらよいか、よく考えるために立ち止まる時

期なのではないかとも思う。 

新型コロナウイルスという難局を人々が乗り

越えた時、成長した自分でありたいと思う。 

 

 

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

 

 

■コロナ禍でも充実した日々を送るための工夫 

 

佐々木健人 

 

 私は統合失調症の当事者であると同時に、ライトノベル作家を目指す

アマチュアでもある。 

よし、プロになろう、と思ったときから今日まで、小説の道を歩いて
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きたつもりだ。 

病気だとわかって通院が始まってからも、長編を書きあげ、新人賞に送り落選す

ることを 2回ほどした。 

 

しかし、新型コロナが始まってしばらくしたころ、今までのようにできなくなっ

た。 

普段からやる気はあるし、病気になりたての頃のように感性が鈍っているわけで

もない。だが、パソコンに向かっても、どうしてもできないのだ。 

はじめはスランプかと考えた。コロナ前に、スランプになったことはある。前述

の長編の 2 作目のときに書けなくなった。その時は自分にご褒美をあげたり一日の

予定を組みなおしたりなどして心機一転、リフレッシュし、書き上げたのだが、今

回はそれとは状態が違う。困り果てた。 

そこで他者に相談すると、それはコロナのストレスの影響だと言われて、腑に落

ちた。 

 自粛による疲れとストレスだ。 

 新型コロナを警戒するあまり、趣味のポケモン GOの散歩や中古ゲーム漁り、そし

て大好きな書店での買い物まで制限していたのだから、ストレスのはけ口が無くな

っていたのだ。ただでさえ、病気でストレスがあるのに、コロナ禍のストレスが増

えていたのだ。その上で小説の作業をするのは、さらにストレスをかけることを意

味する。できなくて当然だ。 

 このままでは、コロナではなくストレスで壊れてしまう。 

 そこで私は、コロナ対策と警戒をきちんとしたうえでストレス解消に乗り出した。

具体的には、テレビゲーム――普通のテレビゲームと、体を動かすテレビゲームの

両方――をできるときにやるようにした。それと、コロナ対策をしたうえで書店で

の買い物やポケモン GOなどを再開した。後は比較的早く寝るようにした。 

すると、コロナ前ほどではないものの、また平日に作業を少しずつ行うことが可

能になった。 

 ストレス対策をすることは正しかったらしい。 

 今後はストレス対策をどう改良していくかが課題となりそうだ。 

 

コロナ禍では、自分がやりたい作業を今まで

通りにやろうとしても、やり方を変えないので

あれば、コロナで急に増えたストレスの負担の

分、思うようにできなくなる。 

歩みで例えれば、足におもりがつけられたよ

うなもので、今までのようには歩けない。 

私は「ストレスへの対処をしながら、できる

範囲でやっていこう」という境地になったら楽
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になった。 

足のおもりの例えを続けるなら、工夫してできる限りおもりを外す工程を増やし

た、ということだ。それも小説作業のうちだと思ってやるようにした。 

 

 皆さんも、変化することで状況に対応し、コロナ禍でも充実した日々を送ってほ

しい。 

 小説もいいが、他の物でも、何か家の中でできる趣味を見つけるといいかもしれ

ない。 

私は最近、小説のほかにも彫刻を施した小箱を作ることを始めた。 

 何かを作るって、けっこう楽しいことだから、お勧めする。 

 

 

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

 

 

■コロナの中で 考える当事者として 統合失調症患者 

 

太郎 

 

コロナが収まるころ世界中に医療のネットワ

ークができる。 

発展途上国の人口を収まるようでなかったら 

食べ物が無くなる 

アフリカでわ5歳になる前に 半分が死んでる。

だから食べ物がある 

地球温暖化を押さえる前に経済が先と驕り高

ぶる。日本は原子力発電は嫌だと 火力発電所

がフル活動している。 

千葉県に 3回台風が上陸した 海の上の温度が上がって 

持続可能な生活に 10年間でしないと 食べ物と水が無くなる 

牛は牧草地だけで飼える それをトウモロコシで飼う。 

トウモロコシを主食にしている民族がいる。 

高速増殖炉 もんじゅ それが有れば 核のゴミはなくなる。 

原子力発電所のコントロール室の隣に緊急停止訓練室で毎日訓練すればおっかなく

ない フランスは ほとんど 原子力発電でまかなっている 都市のすぐ近くにあ

り 小学校の時から 1 キロワットの電気を作るのにイクラ かかりますか？ オ
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リンピックが 1 年伸びたので 5G の立体音響のゴーグルが使えるようになった。人

口を収める為に薄さ 0.02 ミリのコンドームを広めたい 男が生でしたがるのは 

あったかさ 国会議員に障がい者が 2 名選挙で受かってる。障がい者でも 技術と

情報を発信できる。 

 

以上 

 

 

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

 

 

■新型コロナウイルスを通して感じたこと 

 

水島 

 

新型コロナウイルスが流行し始めてから、自分の生活にも僅

かながら影響が出てきている。例えば、当事者会「そよかぜの

会」は、新型コロナウイルス禍への対策として開催を控える必

要が出てきて、会を開かないまま随分経ってしまった。自分が

働いている福祉事業所「スペースぴあ」においても、マスク着

用に手指消毒、換気に検温あるいは「三密回避」は毎日の当た

り前の行動になっている。 

ニュースなどからも、感染者数を始めとした新型コロナウイルス関連の情報が

日々入ってくる。飲食業などでは感染症対策による制限が大きく営業の継続が難し

くなっているという話や、「リモートワーク」が広く行われるようになってきている

という話なども含めて、社会全体が新型コロナウイルスから大きな影響を受けてい

るようだ。 

 こうしたコロナ禍を前にして、不謹慎な話だと思われるが、何故か一瞬ほっとし

てしまった自分もいる。 

 もちろん、自分自身や自分にとって身近な人達が新型コロナウイルスに感染した

場合、そんなことは言っていられない。また、今現在、コロナに感染してしまい命

の危険に晒されている方達や、仕事などを休んで回復を図られている方達の苦しみ

や不安や大変さなどは、私自身には想像も出来ない。そういう意味でも、他人の不

幸を前にしてほっとしてしまうという感覚は、とても後ろ向きで公言しない方がい

い感情なのだと思う。 

 ただ自分の場合、このコロナ禍と、精神科の病への罹患とを重ね合わせて見てし
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まっている部分がある。自分の頭の中では、「精神病の発症から来る大変さ」や「精

神科の病に苦しんでいる人達の数の多さ」や「日本における自殺問題の大きさ」や

「精神病になった人達の社会復帰のし難さ」などと、「コロナ禍にまつわる様々な出

来事」とが、整理されないままぐるぐると渦巻いている。 

 自分として、こういう頭の中の状態を上手く整理出来ないでいるのだが、コロナ

禍のある長い年月を経る中で、自分にとって身近な人間関係あるいは社会全体に関

して、「精神科の病が発症しにくいような」また「仮に発症したとしても『生き辛さ』

よりも『生きやすさ』を少しでも多く感じつつ生きていけ

るような」、そんな考え方やコミュニケーションの形や社

会資源や社会制度などがより多くの人達に伝わって行き、

実際に具体的な「形」になっていけば良いのに、という思

いは強く感じている。 

 コロナ禍を通して、より多くの人達の考え方や行動がよ

り良い方向へと変わっていくのかも知れないという思い

が、コロナ禍に関わる様々な出来事を前にして私自身が少

しだけほっとしてしまった理由の一つだったのかも知れ

ないとも思う。 

 

 

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

 

 

■新型コロナを経験して考えたこと 

 

長谷川 信 

 

新型コロナを経験して私という１精神科当事者が思うことを述べます。それは、

困難の中に見いだした恩恵と心の救いについて

です。 

 

コロナによる恩恵とは社会が障害者の命を大

切にしてくれる気運が高まったことです。 

私は障害者差別が今より強い時代に病気にな

りました。「劣等遺伝子を持った社会にとってい

らない人間」と言われ、親から失望され、兄弟か

ら「お前がいるからオレは結婚できないんだ」と
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縁を切られました。 

しかし、コロナが発生してから「人は誰でも命が大切」というメッセージが流れ

るようになり、社会が私の命を大切にしてくれる感じが強くなり、私に対する厳し

い見方がゆるんだ気がしました。 

 

私の人生は障害者差別との戦いだったという側面があります。13歳から病気で 20

年健常者の中で働きました。その思いは病気でも仕事ができる所を健常者に見せて、

偏見を減らしたい、というものでした。 

この行動は今は、ちっぽけで幼かったと思ってます。しかし私が人生の終わりに

日に日に近づく今、コロナを通し社会の意識の

変化が起き、それがプレゼントとして私に与え

られた気がします。 

 

近年、地震その他災難が多い世の中ですが、

そんな中だからこそ大切なことが社会から出

ているような気がします。それは、健常者、障

害者、関係なく同じ人間として尊重し合うこと

だと思ってます。 

 

 

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

 

 

■現代社会の盲点 

 

M 

 

 現代社会はヒトの事を表面的にしか見ない。現代社会は本当に欠陥があるのかと

考えると文明的なものにあるのだと思う。科学の発達やコンピューターや遺伝子技

術や医療などが豊かな生活を作ってきて 20 世紀では来たる 21 世紀は明るい未来が

あるといわれてきたのだ。しかしコンピューターの発達で人間を管理すると言う方

向が進み、更にそれが厳しくなって、人々がネットの目にさらされるというこれま

で考えられなかった負の側面も出てきた。 

 遺伝子技術はデザイナーベビーという生まれる前に親の都合で創られてしまう赤

ちゃんができるようになった。デザイナーが遺伝子を書き換えてしまうと、サッカ

ーの上手な子供や親の望む美人などもできてくる。しかし、これらが正しいのかと
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いうことも明確な答はでていない。 

 私も学生の頃は、科学が進歩すると明るい世の中になると思っていた。しかしそ

うなるどころか、これほど規制などが厳しくなるのかと思うと、進歩による弊害も

出てしまっている。そもそも我々は、進歩してきたのだろうか。いいえそうではな

い。我々は進んできているように見えても実際は誰かにコントロールされている世

界に住んでいて、誰かの手のひらで動かされている虚構の世界に住んでいるのだ。 

 だから進歩してきたように見えても本質的

に原始時代とあまりかわらないように見える。

そもそも我々は、本来の世界ではなく、すごく

管理された世界に住んでいる。そうなのだ。今

回のコロナウイルスが現代社会の盲点を炙り

出したのだ。我々は時間や空間や身体などの閉

じられた世界に住み、文明という脆いものに翻

弄されていただけなのだ。今、コロナで福祉や

社会や貧困の問題が炙り出され、人間の社会の

本質までもが問われているのだ。 

 

 

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

 

 

■コロナ禍と私達の生活について 

 

大友麻里子 

 

私はこのかいから書かせて頂く事になりました。みなさんよろしく

お願い致します。 

コロナが中国から始まって日本中に広まった。そのために私たちの

生活は一ペンして変わってしまった。日本で何人も亡くなった人がい

る。世界中でも広まり何千万何百万人もの人がなくなった。 

私はコロナ禍のためにカルチャーセンターで知りあった韓国料理教

室の人達とも会えなくなりすごくさみしい思いをしている。ぴあではそよ風の会も

出来なくなって本当にわびしい気持ちでいっぱいだ。 

コロナ禍で人々は精神的に追いつめられて病気になってしまった人達も少なから

ずもいると思う。又、飲食店もしめなければならない人達もいてとてもきびしい現

状になっている。又、自しゅく期間があり、うちで過ごしている人達もいる。仕事
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も、オンラインになったりしている。そのため子供とすごす時間が多くなった人達

がいる。 

つまりこういうコロナ禍になって人々の生活が変わってきてしまった。これはむ

しろ非常じたいである。この非常じたいをのりこえるには、みんなが協力し合って

むすびつきを多くしてなんとか乗り越えていかなければならない。そうしなければ

戦争にまでおよんでしまうかも知れない。だから今を、人々の手でとりもどさなけ

ればならないのだ。一人一人が確かな心をもって。 

私は今、週に一回外部作業に出て炭焼きの仕事をしていて、後は、畑、引き売り

の作業に出ている。なるべく自然にひたれるような仕事を進んでしている。炭焼き

の仕事は木の板をまっ黒に焼く仕事と、くい炭を作る仕事と後は木を切ったりと、

いろいろと仕事がある。その仕事が終るとまっ黒に顔がなる。仕事は大変だけどそ

れだけ充実感はある。やったっていう達成感があるし楽

しい。それに炭が売れれば多額になるし、他の仕事でも

別にお金がもらえる仕事もある。将来的に希望のもてる

仕事だ。 

コロナ禍で大変だけど、この今を乗り越えればきっと

いい事がある、そう思って生きている。いや生きていか

なければならない。コロナの収束を願って今を自分なり

に頑張っていこう。みなさんにお願いがあります。今は

つらいかも知れませんが必ずいい事があります。だから、

今を大切にして希望をもって生きていきましょう。 

 

 

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

 

 

■新型コロナウイルスが起こって考えたこと 

 

田畑浩介 

 

 昨年の二月にわが日本に新型コロナウイルスがやってきて、大変な事態となりま

した。 

今までに経験したことのない事態にみんな困惑したのだと思います。行きたいとこ

ろに行けなかったり、家にいろと言われて運動不足になったり、飲食店の方は営業

がうまくいかなくて倒産したり、勤務先から解雇を通達されたりと散々な目にあっ

た人が無数にいるのだと思います。 
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 思うにその事態が原爆が落ちてすぐの広島や長崎の状況とよく似ているような気

がします。核兵器は僕たちから生きる希望を奪っていきました。体も心もぼろぼろ

になり、生きていてもそんな感覚はなかったように思います。コロナはそれとよく

似ています。 

 生きていくには夢と希望がなければ生きていくことは不可能です。ああしたい、

こうしたいという願望があって初めて、僕たちは生きていくことができるのです。 

 この事態では夢や希望は生まれないのでしょうか。生きて行く勇気が湧いてこな

いのでしょうか。そんなことはないと思います。今はだめでもそのうちきっとまた

うまく事が運ぶ時が来るのではないかと思っています。そしてあんな時があったな

と思うときがくるのではないかと思います。 

 五輪の開催の是非が議論されています。やれ中止だとか、やれ再延期だとか、そ

んな話がちらほらと聞こえてきます。でも僕は日本のためには観客数を少なくして

も五輪は開催した方がいいように思います。五輪の開催で日本には多額のお金が落

ちるでしょうし、精神的にもプラスの面が強いように思います。みんなで支えあっ

て成功させる東京五輪には大きな意味があるように僕は思いますし、多くの人々に

希望を与えてくれるように思います。そしてそれはやがて全世界の人達の心を活性

化することにもなるのではないかと思うのです。 

 大変なことがあるかもしれません。今までに経験したことの

ない日々に参ってしまっている方もおられるかもしれません。

でも如何なる状況下にあってもお互いに助けあって、支えあっ

て夢と希望を抱いて生きていればいつかは活路が見出されるの

ではないでしょうか。だからみんな頑張っていきましょう。明日

が開けるときを目指して。 
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