社会福祉法人

野の花学園 〜ずっと、もっと、福祉に〜

まどか・ゆいぱるカレンダー好評発売中！
まどか・ゆいぱるでは、創作活動のメンバーを中心に、心をかたちに
オリジナルカレンダーを制作しました。ひとり一人の個性ある表現が絵
や詩に表れ、作品の質と創造性の豊かさを眺めて楽しめます。原画描き
から印刷、製本まで全ての作業を手作業で行ない、一枚一枚が丁寧に刷
り上げられています。カレンダーは３種類発売しております。
（Ａ３・縦長・
卓上）まどか・ゆいぱるのカレンダーが皆様に幸せな一年をお届けします。
数に限りがありますのでお早目にご注文・ご購入をお願いします。

2017 年

（大野城市障がい者支援センター 徳安 真美）

まどか・ゆいぱるカレンダー好評発売中！

●障害者就業・生活支援センター野の花
（イーライフサポート）

中央区天神で活動開始！

障害者就業・生活支援センター野の花は、福岡・糸島圏域に約
600 名の登録者がおり、９月から活動の拠点を天神へと移し、気
持ちを新たに業務に当たっています。センターでは、職業生活に
おける自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活、社会生活
上の支援を必要とする障害を持つ方に対し、様々な関係機関との
連携を図りながら身近な地域において支援することで、雇用の促
進及び職業の安定を図る事を目的に、相談支援を行っています。
（障害者就業・生活支援センター野の花 センター長 小泉 栄治）

平成 28 年 9 月 1 日～
10 月 31 日 実績 0 件

野の花学園では、平成 29 年 4 月 1 日の複合福祉施設松濤園の開設に向けて準備
を進めています。この複合福祉施設は、福岡市西区今津にある福岡市立松濤園が老
朽化等により平成 28 年度末で施設が廃止されることに伴い、野の花学園が設置主
体となって運営します。
複合福祉施設松濤園では、養護老人ホーム、救護施設、地域密着型特別養護老人
ホーム、通所介護、診療所、障がい者グループホーム等の事業を行います。その事
業のうち、野の花学園では、救護施設（定員 50 名）と障がい者グループホーム（定
員 10 名）の運営を行います。
救護施設は、福岡市内には他になく、市内では唯一の施設になります。利用には、
障がい種別による利用制限はありません。生活保護受給者であって、支援を必要としている方を幅広く受け
入れ、「地域におけるセーフティネット」として、命と生活そのものを支える施設であり、自立をめざす支
援をする施設です。
事業を行うにあたり、法人の理念である「一人ひとりの豊かな生活」の実現に努め、先人達、関係者の皆
様方がつくりあげてこられた「野の花学園」の名前に恥じないよう努めていきますので、今後とも皆様方の
ご指導、ご支援をお願い申し上げます。
複合福祉施設松濤園 開設準備室長 山下 亨

キャリアサポートセンター開所式

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 10 月の相談件数：323 件／就職件数：２件

寄付御礼

複合福祉施設松濤園の開設に向けて

スマイル相談員

●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 － 729 － 9987）
平成 28 年 10 月の相談件数：759 件／就職件数：９件

●苦情受付状況
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地下鉄の乗り方を確認中。

※あたたかいご支援に感謝申し上げます。
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●編集後記 風も冷たくなり肌寒い日が増え、マスクを付けた方が目立ってきました。利用者の皆さんと一緒に手
洗いやうがい、アルコール消毒を心掛け予防につとめています。
2016 年も残すところ約１ヶ月半となりました。今年も皆さんに楽しく読んでいただける野の花だよりをお届け
出来るよう編集委員一同努めてきました。2017 年は読者のご要望を取り入れながら各施設の行事や出来事、お知
らせ等をたくさんお伝えしていきたいと思いますので皆さん方の声をお聞かせください。
（ちくぜん野の花 関野 智恵）

９月 16 日（金）新たなる拠点となる『キャリアサポートセンター』
の開所式が執り行われ、盛会のうちに終えることが出来ました。
当日御参加の皆様、御協力いただいた皆様に深く感謝申し上げます。
当センターには、４Ｆに『法人本部』『障害者就業・生活支援センター
野の花』、６Ｆに新規で就労移行支援事業所『キャリアサポート福岡』
が設置され、10 月１日より定員 20 名でスタートしました。
利用者の皆様の『働きたい！』という思いに応えられるよう、それぞ
れの経験を充分活かし、スタッフ一同努力したいと考えております。
（キャリアサポート福岡 係長 平山 裕一）

野の花職員合同研修会
第 7 回野の花職員合同研修会が 9 月 24 日（土）～ 25 日（日）、夜須高原青少年自然の家にて開催されました。今
年のテーマは「今こそ考える “ 野の花の未来 ” ～より良くなるための “ 次の一手 ” とは～」。今年の講演には社会福祉
法人光和苑、理事長株式会社タカキヨ、代表取締役の高村巨人様を講師に招き、「これからの社会福祉法人の在り方」
について胸を打つ講演を行なって頂きました。その後は、各施設の課長によるテーマに合わせてのプレゼン発表が行
われました。懇親会では 139 名にも及ぶ職員が参加し、
今後の野の花学園を支えていく為に改めて一致団結が図
れた交流の場となりました。
最優秀賞「豊かな生活の場を求めて」
小野 真一郎（ふよう学園）
奨 励 賞「今、野の花学園が取り組むべきこと」
山口 ゆず（第一学園）
熱のこもった研修会
団結！！
（第三野の花学園 豊田 紗彩）
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福田眼科病院
TEL（０９２）８４１－２３４５
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■ 保護者会から一言

3 年目を迎え、利用者のみなさんの日々の生活・しごとや多様な楽しい行事に参加する時の笑顔。
そして、それらを支えて頂いている指導員の皆さんの態度に心から感謝いたします。
また、大野城市からの指定管理者として３年目となり、結果を求められる年度でもあります。
私ども親の願いは、子供たちの「安心」
「安全」の場を今以上に確保していかなければなりません。
子供たちに再び不安の芽が出ないようにお願いしたいところです。
（大野城市障がい者支援センターまどか・ゆいぱる保護者会代表 赤井田 八千代）

角島大橋わーい

夜須高原音楽祭
夜須高原音楽祭は今年で第七回目を迎えまし
た。今年はあいにくの天気でしたが最後には雨も
上がり一層の盛り上がりを見せました。音楽祭は
いろんなジャンルの音楽を自然の中で聞くことが
出来て誰もが楽しく一緒に参加できるお祭りで
す。もちろん、綿菓子や焼きそば、ピザなど出店
も充実しています。今年の入場者は約 3,000 人で
したが、今後は更に多くの皆様方に参加していた
だけるよう内容の充実に努め、より良い楽しい音
楽祭にしていきたいと思います。
（第二野の花学園 中村 健登）

第七回

笑顔咲いた「さわやか旅行」ふよう学園

南部ブロック障害者雇用促進面談会
9 月 23 日に久留米リサーチセンタービルで南部ブロック障害者雇用促進面談会
が開催されました。様々な企業がブースごとに分かれて、お話が聞ける体制が取
られてありました。訪れる皆さんは普段よりも緊張している様子で、話を聞く姿
勢は真剣そのものでした。また、面接を受けた方からは、「緊張したー」と口々に
もれていました。面接を受けた人、受けなかった人もみなさん今後の就職活動に
役に立つ一日だったと思います。
（ちくぜん野の花 関野 智恵）

キャリアワーク立花
夜須高原に響くギター！

夜須高原、紅葉も良かば〜い！

野の花学園秋の収穫祭
10 月 15 日（土）、秋晴れの中「第七回
野の花学園秋の収穫祭」を盛大に開催す
る事ができました。今年は約 400 名の方々
にご参加頂きました。第二野の花学園や地
域で収穫された旬の野菜、利用者の皆さん
が生産した商品等を実際に手に取り、野の
花学園を知って頂く事ができたと思います。
また、福祉鍋やバザーも大好評で「おいし
かった」等の言葉をたくさん聞く事ができ
ました。来年も更にたくさんの皆さんに参
加して、楽しんで頂けるような企画にした
いと思います！
（第二野の花学園 高浪 真理子）

食欲の秋、満腹〜！

また来年ねっ！

改築・改修工事が始まります！
第一野の花学園では 11 月末より改築・改修工
事が始まります。旧通勤寮等建物の老朽化に加え、
利用者全体の高齢化が進んでいく中で、より安心
して暮らせる施設となる為に検討を重ね、いよ
いよ工事着工することとなりました。全体の工事
が完了するのは平成 29 年 12 月の予定です。約
一年後にはどのような施設になっているのか利用
者・職員一同楽しみにしています。今後も利用者
の豊かな生活の場を求めて、新しい施設に負けな
いよう高度な支援を行っていきたいと思います。
（第一学園 福澤 奈々）

トロッコ列車と、はいチーズ！

ふよう学園に通園される利用者さんが毎年楽しみにされて
いる「さわやか旅行」を 10 月 7、8 日の 1 泊 2 日で実施、
今年は利用者・職員総勢 56 名で山口方面に行ってきました。
1 日目はトロッコ列車乗車体験や、関門海峡が見えるレス
トランで昼食。ホテルからは角島大橋がきれいに見え、露
天風呂で皆さんは日ごろの作業の疲れを癒しました。
夜の宴会ではカラオケで盛り上がり、2 日目はサファリ
ランドで動物とふれあい、昼食は焼肉バーベキューを堪能。
楽しい 2 日間を過ごし笑顔で帰ってきました。
（ふよう学園 西川 愛実）

料理体験

今年に入って 3 回目となる「料理体験」を美和台公民
館にて行いました。今回の料理はカレーライスとサラダ作
り。10 月後半に控えている「宿泊体験学習」を目標に自
分たちだけで作れるよう日頃の学習の成果を発揮していま
した。参加された利用者は真剣な眼差しで取り組まれ、慣
れない包丁さばきでしたが今後に繋がるよい経験となりま
した。料理はとてもおいしく出来上がりました (*^_^*)
（キャリアワーク立花 渡邊 伸也）

障がい者スポーツ大会

目指せ、東京パラリンピック！！

放課後等デイサービス野の花

旧通勤寮ともお別れ

居住棟も新しくなります！
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「ななめそぎ切り」

自作のサツマイモカレー、うまっ！

９月 25 日（日）、障がい者スポーツ大会が、東平尾博多の
森競技場で開催されました。選手・家族・ボランティア等、約
3000 名の方が参加されました。利用者の皆さんは、陸上競技、
フライングディスク、レクリエーションに分かれ、この日のた
めに練習を積み重ねてきました。メダルが獲れた方、惜しくも
逃した方、結果は様々でしたが、利用者の皆さんは最後まで諦
めずに頑張りました。涙あり、笑いあり、また多くの感動を生
み、素晴らしい大会となりました。
（なのみ学園 大久保 絵梨）

下大利

利用者募集！

現在、中学生の子ども達と一緒に知育玩具や絵本などを読ん
だり、紙粘土を使ったペン立て、箸置きを作ったりと楽しく活
動しています。休日には公園に行き体力づくりを行ったり、月
のイベントを計画しており、11 月はハロウィンパーティでケー
キ作りを行う予定です。また 12 月には社会生活で必要なマナー
やルールを学ぶ為の講座も取り入れ、遊びと学びの場としても
力を入れていこうと思います。定員に余裕がありますので、見
学・体験利用をお待ちしています☆
お問い合せ 092-588-9987（川津 友里恵）

病院給食をよりおいしく、より効率的に。

	
 	
 	
 http://www.hrs0724.jp

バッチリとスーツ、でも緊張？

医療・介護・福祉食事サービスのパイオニア
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