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みなさん、こんにちは！ソテリアたより第 2号をお届けします。 

長いようで短かった暑い夏が過ぎ、最近ではすっかり秋めいてきました。美味しいものを食べて、元気いっぱい

に過ごせるといいですね。 

東京ソテリアではこの秋も、様々な活動をしていきます！ここで、少しご紹介させてください。 

  

  

  10月 4日～12日の日程で、ボローニャへイタリア都市交流ツアーに行きます。 

メンバーさん・ご家族・スタッフ数十名で現地に赴き、社会的共同組合（コープ）や 

デイケアセンター等の福祉施設の視察や交流、また、世界精神保健 

デーのイベントへ参加し、イタリアでの取り組みについて知る機会 

にしたいと考えています。 

また、普段はるえ野の交流室で描いている油絵を何点かイタリア 

へ持参し、世界精神保健デーのイベントの 1つ「ときどき芸術家 

達の作品展」に作品を出展することになりました！ 

人、アートでイタリアのみなさんと交流し、たくさんのものを 

吸収してきたいと思います。 

メンバーさんが描いた油絵の１枚です→ 

 

 

   

  地域活動支援センターはるえ野では、江戸川区から事業の委託を受け高次脳機能障害を 

お持ちの方への支援をおこなっています。 

  毎年 1回、高次脳機能障害に関する理解を深めるため、普及啓発講演会を 

  開催しています。今年度もイベントを企画していますので、みなさま是非ご参加ください！ 

 

  ○江戸川区高次脳機能障害普及啓発講演会 

  ○１２月４日（日）１１：００～１５：００ 

  ○タワーホール船堀 ２階 瑞雲・平安 

  ○普段、センターはるえ野の高次脳機能障害者支援事業をご利用されている利用者さん 

   の講演や、福祉機器の展示・紹介ブースをご用意してお待ちしています。 

 

特定非営利活動法人 東京ソテリア 通信 

ソテリア た よ り 第２号 

☆2016年 10月イタリア都市交流ツアー☆ 

☆2016年 12月高次脳機能障害普及啓発イベント☆ 



東京ソテリアハウス 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

サテライトでは、一般のアパートやマンションを賃貸し生活を送ります。 

単身生活による家事や一人で外出をすることを経験し、3 年後の地域生活へ 

移行することが目的となります。ホームから独居へと大きく環境が変わりま 

すので、寂しさや孤独感が募ります。スタートしてから始めの２～３ヶ月は 

訪問回数を増やし、連絡の取れる体制を組んでいます。 

日常支援としては、一週間の内に面談や掃除、調理や買い物等を予定して 

います。その方のペースに合わせ、行動できる範囲を徐々に広げ、衣食住の 

サイクルを積み上げます。また、週に２回、夕食会を開いています。献立は 

メンバーへ食べたいものを聞き、肉魚野菜と栄養バランスを図り、一汁二菜 

で考えています。スタッフと共に、他メンバーと買い出しや調理を共有し、 

興味のあることを話し合える交流の場となっています。 

 

 

○お問い合わせ○ 

☎ 03-5879-3312 FAX 03-5879-3313  

URL www.soteria.jp ✉  info@soteria.jp 住所 江戸川松島 4 丁目 （JR新小岩駅徒歩 5分） 

東京ソテリアハウスには、ホーム（戸建ての一室タイプ）とサテライト（アパートタイプ）のお部屋があ

ります。入居される方のご様子に合わせて、最初から、サテライトに入居される方も多くいらっしゃいます

が、ホームから始めてサテライトに移動される方もいます。 

3 年間の通過型グループホームのソテリアでは半年から一年の間に、サテライトに移動してより単身生活に

近い生活を体験し、3 年未満で卒業され、本当の単身生活を始めるという流れがあります。24 時間専門スタ

ッフがいて、食事もリビングで一緒に食べて、家族のように過ごすホームからサテライトに移動するステッ

プは単身生活に向けた大切なステップですがとても勇気のいることです。 

ソテリアでは一人ひとりの方の自立度に合わせて、ご本人やご家族、関係者の方の話し合いをしながら、

移動の時期を決めています。また、いきなり引っ越しをせずに、数回の体験宿泊をして、生活用品を一緒に

整えて移動します。また、サテライトに暮らし始めてから体調を崩した時は、一時的にホームに泊まること

ができるように部屋を準備しています。そして、サテライトに移動してからも、週 2 回の食事会に加えて、

担当スタッフが訪問し必要な支援をしています。 

 

 

九十九里旅行 

８月中旬に２つのグループ

に別れて１泊２日の旅行へ

行きました。メンバーはそ

れぞれ水着を用意し、日焼

け止めクリームを塗り合い

和やかな雰囲気。九十九里

は波が高いので浮き輪を

身に着け果敢に攻めまし

た！夜は、サザエにカキ、

はまぐりと地元の魚貝類に

舌鼓、美味しかったです♪ 



ふれにあ本舗 

  

＜ふれにあ本舗グループホーム＞ 

ふれにあグループホームでは自立した生活をおくれるよう7室の居室を一般のアパートに設けグループホームと

して運営しています。一室は交流室として皆さんが気軽に集えるようスタッフも行き来しています。いつでも相

談が出来る環境があります。ここで週 2 回の夕食を提供をしており、入居者の方と料理を一緒にぴあスタッフと

作ったりしています。食事の用意や片付けも入居者さんにも手伝ってもらっています。 

 

 

＜ふれにあグループホーム 夏の入居者さんの日々の様子＞ 

 夏休みにふれにあグループホームで九十九里に遊びに行きました。ソテリアも同じ場所で泊まったみたい。。

日程は別々だったので合同ではありませんでしたが、こちらはこちらでバーベキューをしたりしました。まった

り、のんびり。海で貝殻を拾ったり、新鮮な魚介を頬張ったりと有意義な夏休みとなったかと!(^^)! 

最近、交流室にパソコンや印刷機器を導入しました。iPad の導入も改めて始め、皆さんが音楽を聴いたり、好

きなアニメや動画を見たりそれなりに交流室が前より少しイキイキとしてきたように感じております。 

 さて、秋、冬はなにをするか楽しみな所です。

＜ふれにあ本舗ホームヘルプサービス＞ 

障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービス事業・地域生活支援事業です。移動支援も行います。 

江戸川区内を自転車で走っています。 

私たちは障害を体験したことのあるスタッフで構成されており、ぴあスタッフとして地域で活躍していま

す。障害を持った方が地域で暮らすにあたって安心できるよう、心に寄り添い支援をしていきます。 

ホームヘルプステーション 

ふれにあ本舗  窓口: 朝倉 

お問合せ：℡03－5879-4970 

      03－5879-4971 

URL   www.soteria.jp 

E-Mail    hhs@soteria.jp 

http://www.soteria.jp/
mailto:hhs@soteria.jp


地域活動支援センターはるえ野 

                   １０月の予定 

月 Mon 火 Tue 水 Wed 木 Thu 金 Fri 土 Sat 日 Sun 

  
 

  １ 

 休 

２ 

自由な日 

３ 

○P パソコン講習 

夕食会 

４ 

○P ヨーガ 

５ 

 休 

６ 

○P はるえゼミ 

夕食会 

７ 

○P ふれにあタイム 

８ 

 休 

９ 

自由な日 

１０ 

  休 

１１ 

 

１２ 

 休 

１３ 

 

夕食会 

１４ １５ 

 休 

１６ 

○P 法律相談会 

１７ 

○P パソコン講習 

夕食会 

１８ 

○P ヨーガ 

１９ 

 休 

２０ 

○P はるえゼミ 

夕食会 

２１ 

○P お休み！ 

スポーツ大会 

２２ 

 休 

２３ 

○P 家族相談会 

２４ 

 

夕食会 

２５ ２６ 

 休 

２７ 

 

夕食会 

２８ ２９ 

 休 

３０ 

自由な日 

 

３１ 

 

カレーの日 

      

１１月の予定 

月 Mon 火 Tue 水 Wed 木 Thu 金 Fri 土 Sat 日 Sun 

 １ 

○P ヨーガ 

２ ３ 

  休 

４ 

○P ふれにあタイム 

５ 

 休 

６ 

自由な日 

７ 

○P パソコン講習 

夕食会 

８ 

 

９ 

 休 

１０ 

 

夕食会 

１１ 

 

１２ 

 休 

１３ 

自由な日 

１４ 

   

夕食会 

１５ 

○P ヨーガ 

１６ 

 休 

１７ 

○P はるえゼミ 

夕食会 

１８ 

○P ふれにあタイム 

１９ 

 休 

２０ 

自由な日 

２１ 

○P パソコン講習 

夕食会 

２２ 

 

２３ 

 休 

２４ 

 

夕食会 

２５ 

 

２６ 

 休 

２７ 

○P 家族相談会 

２８ 

 

カレーの日 

２９ ３０ 

 休 

 

 

  

 

 

 

  



地域活動支援センターはるえ野 

～ プログラムのご案内 ～ 

 

 

ふれにあ本舗からのお知らせ 

 

金曜日１３：３０～１５：００のプログラムは、 

ふれにあタイム！“みんなで楽しく過ごすこと”を 

目的に活動しています♪ 

１０月７日（金） スポーツ大会の練習 

１０月２１日（金）スポーツ大会のためお休み 

１１月４日（金） カラオケ大会 

１１月１８日（金）外出プログラム 

     ※詳細が決まり次第、お知らせします 

 

 

 

 

 

 

 

○お問い合わせ○ 

はるえゼミ 

 

毎月第１週の木曜日は ACT-J の方々にお越しいただ

き、様々なテーマでお話しいただきます。 

 

第５回 １０月６日（木）１４：３０～１６：３０ 

ACT-Jの家族相談会と合流し、地域生活について共に

お話をします。 

場所 市川市男女共同参画センター５階 

１４：１５ 市川駅または１４：３０現地集合 

はるえ野から一緒に出発することもできます。 

 参加希望者は、９月３０日までにスタッフまでお声

かけください。 

１１月は祝日のため、お休みです。 

 

また、毎月第３週にも様々な企画をご用意していま

す。 

１０月２０日（木）１３：３０～１５：００ 

テーマ「１０月のイタリアツアーについて」 

１１月１７日（木）１３：３０～１５：００ 

テーマ「１２月の高次脳機能障害普及啓発イベント

について」 

ヨーガ教室 

 

１０月４日（火） １３：３０～１５：００ 

   場所 東部区民館 集会室 

１０月１８日（火）１３：３０～１５：００ 

   場所 東部区民館 集会室 

１１月１日（火） １３：３０～１５：００ 

   場所 東部区民館 集会室 

１１月１５日（火）１３：３０～１５：００ 

   場所 東部区民館 集会室 

 

家族相談会のご案内 

１０月２３日（日）、１１月２７日（日） 

１３：３０～ 開催いたします。 

法律相談会のご案内 

 

はるえ野では偶数月第三日曜日に法律相談会を実施

しています。 

１０月１６日（日）１３：３０～ 

テーマ「権利擁護について考える」 

場所 はるえ野 交流室 

個別相談は１５：３０～相談室で行っています。 

☎ 03-5664-6070 FAX 03-5664-6071 相談専用回線 03-5664-6072（登録者専用） 

URL www.soteria.jp ✉ info@soteria.jp 江戸川区春江町 2-41-8 

開館時間 （月・木 10:45-19:00） （火・金・日 10:45-17:00） ※毎週水・土・祝祭日は休館 

また、はるえ野では毎月第二・四火曜日に陸上サ

ークルが活動しています！ウォーキングや１キ

ロマラソンなど、ぜひご参加ください。 

また、はるえ野では毎月第二・四火曜日に陸上サ

ークルが活動しています！ウォーキングや１キ

ロマラソンなど、ぜひご参加ください。 

 

http://www.soteria.jp/
mailto:info@soteria.jp


▼プログラムの振り返り▼ 

9月家族相談会 

今回は、言語障害者の社会参加を支援するパートナーの会

ＮＰＯ法人和音の小谷朋子さんに来ていただき「失語症の

基礎知識と会話のコツ」というテーマでお話いただきました。 

基礎的なことから、実際にその場でコミュニケーションをとってみ

る等、実践的でみなさんの興味を引き付けるお話でした。昨

年に引き続き今年度もとても好評でした。来年もお願いしよう

と思います！ 

8・9月つつじの会（家族会） 

8月は、葛西区民館にて冷やし中華作りを行いました。 

みなさんで協力しながら、作った料理はとてもおいしかったで

す！9月は、相談支援センターFUREAI にて相談会・情報

交換会を開催。学生さんにも参加してもらい、たくさんお話を

しました。 

 

 

 

☆お知らせ☆ 

平成 28年度江戸川区高次脳機能障害普及啓発講演会 

日時：12月 4日（日） 

 

場所：タワーホール船堀 ２F 瑞雲・平安 

   （〒134-0091 東京都江戸川区船堀 4-1-1） 

 

内容：講演会 

   1.長谷川幹医師による講演 

   2.江戸川区高次脳機能障害者支援事業利用者に 

よる講演 

 

展示・体験会 

   1.当事者・家族会による紹介ブース設置 

   2.福祉機器紹介ブース設置 

10 月・11 月の予定 

 日時 場所 内容 

専門相談 ●10月 19日（水） 

10:00～12:00 

●11月 16日（水） 

10:00～12:00 

はるえ野 交流室 現在困っている事・これか

らの将来の事など、専門医

に相談できる時間を設けて

います。（予約制） 

認知機能訓練 毎週火曜日 13:30～14:30 

10月 4，11，18，25日 

11月 1，8，15，22，29日 

はるえ野 家族室 言語聴覚士による集団リハ

ビリ訓練。 

就労プログラム 毎週火曜日 11:00～12:00 

11月 1．8．１5日 

はるえ野 家族室 就労支援担当者による

就労に特化したプログ

ラム 

家族相談会 11月 19日（土） 

13:00～15:00 

はるえ野 交流室 ご家族・ご本人を対象と

した情報提供や相談。 

テーマ「介護保険制度に

ついて」 

つつじの会 

（家族会） 

10月 15日（土） 

10:00～12:00 

一之江駅集合 

 

枝豆の収穫 

 

10月 29日（土） 

13:00～16:00 

葛西区民間 集会室 救急救命講習 

11月 26日（土） 

10:00～12:00 

タワーホール船堀 

小ホール 

演劇 

交流室 

プログラム 

毎月第 1・3週 

13:30～15:00 

はるえ野 交流室 ※3ページ目参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   就労継続支援 A型事業所 東京ソテリアエンプロイメント 

 新健康グラノーラ発売開始  

就労継続支援 A型事業所で製造販売しているグラノーラに新ラインナップの登場です。   

今回のテイストでは漢方の考え方を取り入れ「健康」に意識をしました。テイストは４種。 

①ターメリック・クミン ②クワンソウ ③ハト麦 ④黒ゴマ・きな粉 

それぞれキャッチコピーがあり ①「飲み過ぎた翌日は」ターメリック・クミン②おだやかな眠りの「クワンソウ」 

③みずみずしいお肌に「ハト麦」④美と健康を和の力で「黒ゴマ・きな粉味」です。 

①ターメリック・クミンは、カレー味で腹持ちがよくスープにするととてもおいしいです。 

ターメリックを食べると健康増進に効果があることが認められています。特に最近注目を浴びているのが抗酸化作

用です。紫外線を浴びたり、有害物質を含んだ食べ物を摂取すると活性酸素が発生します。この活性酸素が細

胞を傷付けるのが老化現象であり、活性酸素の発生を抑えるのが抗酸化作用です。ターメリックを取ると食欲不

振や消化不良を改善する効果もあると言われています。確かに、夏バテしているような時でもカレーのにおいをかぐ

と食欲が出てきます。 

ターメリックに含まれる薬効成分の一つにクルクミンがあります。クルクミンは体内でテトラヒドロクルクミンという物質に

変化して胆汁の分泌を促進し肝臓の解毒作用を強化します。古くから漢方でウコンが肝臓を良くする薬として用

いているのは、この効果が知られていたからです。 

美肌効果があることも、スパイス王国インドでは古くから知られていました。インドの女性たちに美顔法として、ヨーグ

ルトにターメリックを混ぜて顔をパックするというのがあります。クルクミンにはメラニン色素ができるのを防ぐ効果がある

ことが研究であきらかになっているので、科学的にも実用性の高い美顔術と言えるでしょう。 

まさに身体の中だけでなく外からも健康を守ってくれる万能のスパイスです。 

 



②のクワンソウは不眠症や寝つきが悪い方でも眠りやすくなるのでお悩み方はおすすめです。苦味もとくにないです。

クワンソウにはオキシピナタニンが豊富に含まれていることが最近の研究により明らかとなり、寝つきの悪さや、夜中

の中途覚醒、早く目が覚めるといった睡眠に関する悩みを解消する効果があることがわかってきました。睡眠薬と

は違う穏やかな効き目で睡眠を誘発し、入眠改善効果や中途覚醒抑制効果が期待されています。 

③ハト麦は、とてもシンプルな味で甘くてレトロな感じがします。ハトムギの効果・効能は肌荒れや乾燥肌の改善、

美肌効果、いぼとり効果，むくみ解消(利尿作用)，抗腫瘍作用があると言われています。漢方薬の「ヨクイニン」

はハトムギの実の殻を取り除いた物です。ヨクイニンはむくみや下痢，消炎，イボに用いられる生薬で「神農本草

経」という古い薬物書に掲載されています。ハトムギを使ったアトピーに対する試験ではヨクイニン(ハトムギ)エキス

の投与でアトピーの症状に改善が見られたという結果が出ています。 

④黒ゴマ・きな粉はきなこには女性ホルモンと似た働きをする大豆イソフラボンが含まれており、そ

の含有量は大豆食品のなかでもトップクラスです。その大豆イソフラボンによって骨粗しょう症、

更年期障害の防止などの効果も期待でき、強力な抗酸化作用があるため老化の防止も見込めると言

われています。大豆に含まれるサポニンという成分が水と油を混ぜ合わせ、食物繊維が胆汁酸を吸

収しやすくなるため、血中や肝臓のコレステロールを減らしてくれるといわれています。 

きな粉には１００ｇあたり１６．９ｇの食物繊維を含んでいるのでほかの食材よりも食物繊維が豊

富で、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維があります。さらに、善玉菌であるビフィズス菌を増殖さ

せる働きのある、オリゴ糖も含んでいるので便秘解消には最適な食材です。 

9月初めて催事で健康グラノーラシリーズを発売しました。お客様からも、「新しいのが出たのですね、おいしそうで

すね」とお言葉をいただいたり。直接お客様とのコミュニケーションを大切に、これからも製造販売頑張ります！！     

就労継続支援 A型事業所 東京ソテリアエンプロイメント 

http://www.mit-japan.com/ndl/purpose/mukumi.htm

