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野の花学園～ずっと、もっと、福祉に～

新しい職業生活の支援拠点を創造し進化を続けます。
　日頃より、福岡市立ふよう学園に対しまして、ご家族のみなさま、地域のみなさ
まより温かいご支援とご協力をいただき心より感謝を申し上げます。
　平成 28年４月１日をもって「福岡市立ふよう学園」の施設長に就任いたしました。
指定管理者として、ふよう学園における「高齢化・重度化対策」の基本方針を引き
継ぎ、その運営に携わることは私にとっても新たな挑戦となります。
　朝７時、玄関先から「おはようございます」と、一番乗りの利用者の明るく元気
な声が廊下中に響き渡り、その勢いに負けない声で早出の職員が「今日もよろしく
お願いします」と挨拶を交わしふよう学園の一日がスタートします。平均年齢40歳、

男女 56名の利用者が、カフェ、クリーニング、窯業、菓子箱折り、販売等に従事し一人ひとりが仕事に自
信と誇りをもって職業生活を送っています。
　すでに、高齢化・重度化対策に先駆けた新たな作業を導入し実施しているところですが、ふよう学園の利
用者の将来を見据えた新たな事業展開に真正面から取り組んでいきます。
　昨日よりも今日、今日よりも明日の「ふよう学園」を良くしていくために、若い職員と共に新しいふよう
学園を築きあげていきます。
　今後ともみなさまのご指導、ご支援をお願い申し上げます。

（福岡市立ふよう学園　施設長　古川　慎太郎）
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第 10 回新酒発表会
　第一野の花学園では、６月 11日（土）に第 10回新酒発表会
が行われました。心配されていた天候にも恵まれ、たくさんの方
にご来場頂きました。『地域との交流』『利用者の活躍の場を』を
目標に、利用者・職員・ボランティアの方一丸となって取り組み
ました。焼酎販売やバザー等お客様からもご好評頂き、利用者の
明るい表情を見ることが出来ました。ご来場下さった皆様、また
ご協力頂いた皆様、本当にありがとうございました。

（第一野の花学園　森田　恵美） 試飲のお味は？

白麹・黒麹今年は
よか出来ば〜い！

野の花（黒麹）もやいの里（白麹）

●編集後記　梅雨に入り、じめじめした日が続きますが皆様はいかがお過ごしでしょうか？そんな中、野の花学園
は朝倉郡筑前町に第六野の花学園が開設され４月から事業を開始しました。定員まで若干の余裕がありますので見
学のご希望がありましたらお気軽にお訪ねください。第二野の花学園の開設以来、縁の深い筑前町における地域福
祉の充実にお役に立てればと思います。雨にも負けず、風にも負けず、野の花だよりで今後も明るいニュースをお
届けして参りますのでご期待ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人本部　隠塚　祐樹）

●苦情受付状況
平成 28年
　　５月１日～
　　　　　６月 30日
　　　　　　実績０件

寄付御礼　※あたたかいご支援に感謝申し上げます。

・砂留　のぶ子　様
・原野　愛生　様
・国際ソロプチミスト福岡―西　会長　鬼木　悦子様

第六野の花学園　放課後等デイサービス事業開始

　４月１日（金）筑前町にて「放課後等デイサービス　第六野の
花」が開所となりました。筑前町の児童福祉サービスに少しでも
貢献出来れば良いなと思うところです。学校が終わり子どもたち
が集まると、閑静な住宅街に子どもたちの声が響き渡り、一気に
にぎやかになります。お隣さんには少しうるさいかもしれません
が、町が明るくなったという声も聞かれます。また、同じ悩みを
持つ保護者同士、情報交換の場としても連日賑わっています。

（第二野の花学園　高本　大樹）
願い事が叶いますように♪

安全、安心、広い校庭！
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■ 平成 27 年度　社会福祉法人野の花学園　決算報告

詳しくは野の花学園ホームページへ！　http://nonohana.or.jp　または「野の花学園」で検索！

資産の部 負債の部
流動資産 1,086,543,236 流動負債 428,061,531
現金預金 737,795,744 固定負債 165,563,000
その他の流動資産 348,747,492 負債の部　合計 593,624,531
固定資産 1,443,116,351
基本財産 893,615,704 純資産の部
その他の固定資産 549,500,647 基本金 309,444,126

国庫補助金等特別積立金 421,617,630
その他の積立金 205,483,163
次期繰越活動増減差額 999,490,137

純資産の部　合計 1,936,035,056
資産の部　合計 2,529,659,587 負債及び純資産の部　合計 2,529,659,587

■ まどか・ゆいぱる社会見学旅行（九十九島・佐世保）
　6月 16、17日の 1泊 2日で長崎方面へ社会見学旅
行に行ってきました。初日は、あいにくの雨でしたが、
九十九島パールシーリゾートで遊覧船でのクルージン
グを楽しみました。潮風を体いっぱいに受けながら、
たくさんの島々をまわりました。海きらら水族館では
海の中にいるような大水槽にびっくりしましたが、イ
ルカのショーでは洋服が濡れてしまうような演技に皆
さんとても楽しまれていました。夕食の宴会では、長
めの時間設定をし、カラオケ大会を開催！歌に踊りに
大盛り上がりでした。2日目は、天気にも恵まれ佐世
保市街をグループ別に散策し、お土産を購入したり、昼食に佐世保バーガーを堪能される方もいました。あっという
間の 2日間でしたが、皆さん日頃の疲れを癒し、リフレッシュできたようでした。（まどか・ゆいぱる　市川　康則）

総勢 29 人 in 長崎（九十九島）！大迫力のイルカショー、
ビチョ濡れー！！

●障害者就業・生活支援センター　相談・就職件数状況報告
障害者就業・生活支援センター野の花（TEL：092−885−9987）
平成 28年５月の相談件数：482件／就職件数：１件
平成 28年６月の相談件数：435件／就職件数：３件

障害者就業・生活支援センターちくぜん（TEL：0946−42−6801）
平成 28年５月の相談件数：285件／就職件数：１件
平成 28年６月の相談件数：278件／就職件数：３件

※ご相談お待ちしております
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なみきスクエア玄関前にて

大迫力に元気もろたー！

　福岡市立ふよう学園では６月４日、就労移行・自立訓
練の利用者９名と職員で社会体験を実施しました。福岡
市東区千早に完成した「なみきスクエア」のオープニン
グイベントに参加させていただき、九州交響楽団の演奏
を鑑賞しました。
　迫力のある演奏に利用者の方も圧倒され熱心に聴き
入っていました。また施設内の見学もでき地域の社会資
源を知る良い機会になりました。

（ふよう学園　吉見　雅貴・荒木　昌美）

〜♬〜「社会体験」でオーケストラ鑑賞〜♬〜

ストラップ（120 円）・
クッキー（350 円）

◀計算訓練中

　福岡市立なのみ学園は、自宅で生活をしている障がい者の方が、日中の時間
を利用し生産活動や就職自立に必要な訓練を行う施設です。生産活動はスイー
ツデコやクッキーを作っています。また企業から委託をうけ、スーパーのカゴ
洗浄や簡易作業にも取り組んでいます。訓練としては職場実習や識字学習等の
活動を通し、就労及び生活に必要な知識・技術の取得に取り組んでいます。日々
の活動の中で、利用者の方がやりがいや成長を実感できるようなサポートに努
めています。
　障がいのある方の活動に少しでも興味のある方はぜひ見学にお越しください。

（なのみ学園　大本　梓織　お問い合わせ先　℡ 092-511-1128）

福岡市立なのみ学園からお知らせ

医食同源やなー！

健康だけが財産ばい

　キャリアワーク立花が東区に開所して 3年目を迎え、“ もっと
野の花学園を知っていただきたい ” という思いから、美和台校区
人権尊重推進協議会の共催で、美和台公民館にて、すぐ役立つ・
気軽に学べて得するセミナーを開催しました。今回は第１回目で
管理栄養士の濵地美紀さんが「知って安心、ファストフード・外
食コンビニ食の摂り方」をテーマで講演しました。当日は 29名
の方が参加し活発な質疑応答がありました。今年度はあと２回予
定しています。次回は 11月 19日（土）13：00から、看護師の
佐藤利佳さんの「スマホ・ＰＣの上手な付き合い方（睡眠・眼精
疲労・電磁波など）」の講演です。このようなサロン活動で野の花
学園が皆さんの身近な存在につながるといいなと思っています。

（キャリアワーク立花　支援係長　小方国恵）

野の花サロンを開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　

■ 保護者会から一言
　福岡市から社会福祉法人野の花学園が、なのみ学園の指定管理を受けて早いもので 3年目にな
ります。当初は不安でしたが、今では子ども達も充実した毎日で、仕事も楽しく頑張っています。
職員の方々が子ども達に愛情をそそいで支援してくださっているお陰だと感謝しております。保
護者としては我が子の将来のこと、親の介護のことなど心配ごとも増えてきていますが、第一野
の花学園・第二野の花学園で短期入所の利用もできるようになり、助けられています。
　今後とも子ども達にとって、野の花学園がますます素敵な所になりますようにお願い申し上げ
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市立なのみ学園保護者会長　行武　るみ子

ソフトボール大会上位入賞！

　5月 19日に行われた第46回知障協ソフトボール大会
に第一野の花学園から 16名の利用者が参加し、激闘を繰
り広げました。最高気温 26.9℃と大変な暑さの中、第一
試合は前回打ち負かされた相手にリベンジマッチを行い、
見事 5-3 で勝利をおさめました。第二試合で惜しくも敗
退となりましたが、三位決定戦では逆転勝利をおさめ、
見事第三位に入賞いたしました！やったぜ！チーム野の
花！　　　　　　　　　（第一野の花学園　田川　大貴）ナイスバッティング！ 来年は優勝？

広々とした敷地と部屋。
見学にどうぞ！

　平成 28年６月１日から、第六野の花学園（グループホーム定員 17名）が開所い
たしました。先月の完成披露会には百名以上の方々が足を運んで下さり、見学の依
頼も多く入ってきています。グループホームの利用者は、引越しをするまで少し不
安がありましたが、広くて明るい新しいホームでの生活にも慣れて新居を満喫して
います。スタートして間もないですが、利用者が地域に溶け込んで楽しい生活がで
きるように支援していきたいと思っています。　　　（第二野の花学園　大坪　哲平）

第六野の花学園　グループホーム事業開始

　就労継続支援Ｂ型８名の利用者と職員３人でコスモスプラザ内にあるカラ
オケ館に行きました。利用者の年齢層も幅広いため、様々な曲を楽しく歌い
ました。
　最後の曲はＺＡＲＤの「負けないで」みんなで熱唱し、盛り上がりました。
利用者同士、コミュニケーションを深めることが出来たと思います。利用者
のみなさんも「楽しかったので、また行きたい！」と言われ、大満足でした。

（ちくぜん野の花　関野　智恵）
カラオケ大好き！

ちくぜん野の花　余暇活動

就労移行支援事業「私も社会の一員に！」

　就労移行支援事業では、一般企業への就職に向けた職業訓練を行ってい
ます。今回は、事業所活動の要となる「職場実習」について紹介します。
　6月末に社会福祉法人悠生会様の協力のもと特別養護老人ホーム内の清
掃実習を行い、『体力の向上』と『大きな声での挨拶』という目標を掲げ
て取り組みました。開始当初は緊張が強く目標を実行することが出来ませ
んでしたが、徐々に意識が高まり、スタッフや利用者の方々に対して挨拶
が出来るようになりました。この貴重な経験によって自信を掴み、社会の
一員として働きたいという思いを高めることが出来たと感じています。
　実習を受け入れて頂いた悠生会の皆さんありがとうございました。

（第三野の花学園　就労支援員　豊田　紗彩）

特別養護老人ホーム
悠生園

すみずみまでピカピカ？


