社会福祉法人

オレたち

かわいい酉の干支置物が完成しました

ふよう学園

干支置物「酉（とり）」 製作奮闘中

ふよう学園では毎年、
干支置物の製作をおこなっています。来年は「酉（とり）
」
年です。
癒しと笑顔をテーマに「想いが実り、願いが叶う、幸せな一年になりますよう
に・・・」との願いを込めてつくりました。
愛称は松島小学校５年生から公募し、
「永羽（とわ）
」に決定しました。
酉は 10 番目の干支であるという事で「十（とう）
」
、そして永遠に変わらない
順番との事で「とう」の漢字を「永」にし、鳥の象徴である「羽」を組み合わせ、
永羽と名付けてくれました。
利用者のみなさんは粘土を型に流すところから、色塗り、梱包まで一生懸命製
作に取り組んでいます。一個 650 円（税込）
、11 月１日販売開始です。ぜひ、
手にとってご覧ください。
お問い合わせ先 ふよう学園 ☎ 092 ‐ 611 ‐ 0122
（福岡市立ふよう学園 吉瀬 万紀）

●福岡市西区知的障がい者相談支援センター移転しました
福岡市西区知的障がい者相談支援センターは９月１日をもって福岡市西区今津から
福岡市西区姪浜に移転しました。
【新住所】
【連絡先】
〒 819-0006
（電話）092-892-9987（ののはな）
福岡県福岡市西区姪浜駅南 2-8-15 （FAX）092-892-9988

●イーライフサポート（障害者就業・生活支援センター野の花）移転しました
障害者就業・生活支援センター野の花は９月１日をもって福岡市西区姪浜から福岡市中央区天神に移転しました。
天神への移転をきっかけに「イーライフサポート」の通称で業務を行っています。
【新住所】
〒 810-0001
福岡市中央区天神二丁目 13-17
キャリアサポートセンター４階
【連絡先】
（ＴＥＬ）092-729-9987（ののはな）
（ＦＡＸ）092-717-9988

親身になってご相談に乗ります

キャリアサポートセンターが目印です

野の花だより
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利用者・職員満足度日本一を目指して

日頃より野の花学園へのご指導とご支援を賜り厚くお礼申し上げます。
福岡市立なのみ学園は当法人が指定管理者として福岡市から運営委託を受けて、
早いもので３年目を迎えました。この間、送迎サービスの開始やユニバーサルカフェ
での業務開始、Nonohana 上川端店の開店、法人施設の短期入所サービスの利用
促進など新たな取り組みを行って参りました。まだ、十分ではない取り組みもあり
ますが、より一層のサービスの充実に努めると同時に、明るく元気で安心できる施
設づくりに努めて参ります。
近年、当法人は、利用者様へ多様な選択肢がご提供出来るように新規事業の展開
を積極的に行っています。
「人が人に行う支援」に自動化などありません。この半世紀に蓄積した歴史と実績と豊富な人材こそが今
日の野の花学園の原動力となっています。
少子化と福祉を目指す人材が少ない中で、魅力があり、選ばれる法人・施設を目指すために、利用者の皆
様への安心・安全の提供と共に、職員一人一人が成長でき、自己実現ができる職場環境を目指していきたい
と思っています。それが、利用して頂く方々の満足度の向上につながると信じて、これからも地道な努力を
続けていきたいと思っています。
志は高く、「利用者・職員満足度日本一」を目指して頑張ります！
（福岡市立なのみ学園 施設長 阪本 光紀）

清水ふれあいまつり
8 月 28 日（日）に福岡市南区清水町内の 4 施設合同で「第 19 回清水ふ
れあいまつり」が開催されました。なのみ学園の保護者や関係者・住民の
方など多くの方が来場されました。利用者の方はそれぞれ催し物の担当を
持ち、もてなす側として活躍されました。また、障がい者スポーツセンター
のメインステージではなのみ学園おどり隊による踊りを披露しましたが、
１ヶ月間の練習の成果が十分に発揮され、利用者さんも大変楽しんで頂け
ました。
（福岡市立なのみ学園 大本 梓織）

なのみ学園おどり隊

至・中洲

福岡市中央区赤坂１−13−28−301

イムズ

三越

弁護士 岩城和代・弁護士 岩城 渉
ＴＥＬ：０９２−７１３−１３８５

福岡ビル
天神 天神
コア ビブレ

渡辺通り

岩城法律事務所

岩田屋本館

西鉄
福岡
︵天神︶
駅

（TEL）092-717-9987（ののはな）（FAX)092-729-9988
平成 28 年 10 月１日より事業開始

パルコ

キャリアサポート福岡（障がい者就労移行支援事業）

天神ビル

（TEL）092-729-9987（ののはな）（FAX)092-717-9988

新天町
岩田屋新館

三菱東京
UFJ銀行

地下鉄天神駅

ソラリア
ステージ

ソラリア
プラザ

●編集後記 今年は例年にない猛暑が続き、夏バテになってしまった方もおられたのではないでしょうか。今号で
は、そんな夏を楽しむみなさんの様子が伝わってくるようでした。記事から少しでも涼を感じていただけたら嬉し
いです！さて寝苦しい夜ともやっとお別れ。季節は実りの秋を迎え、収穫祭などのイベントも目白押しです。野の
花だよりでもたくさんの秋を発信できたらと思います。次号をお楽しみに！
（第二野の花学園 江藤 理恵）

イーライフサポート（障害者就業・生活支援センター野の花）

西通り

（TEL）092-717-9987（ののはな）（FAX)092-717-9988

至・那の津
ミーナ 福岡中央
天神 郵便局

昭和通り

天神
センター
ビル
明治通り
地下鉄
④番出口

パルコ
新館

【事業内容】
野の花学園本部

様

福岡市中央区天神二丁目 13-17

福銀本店

・野の花学園後援会

1階はローソン

新生
銀行

【住所】
〒 810-0001

西鉄
グランド
ホテル

※あたたかいご支援に
感謝申し上げます。

フタタ

キャリアサポートセンターを９月１日より開設しました。
事業内容は次のとおりです。
キャリアサポートセンター

寄付御礼

笑顔で販売接客！

キャリアサポートセンター開設！！

至・西新

●苦情受付状況
平成 28 年 7 月１日〜８月 31 日
実績１件
苦情内容：職員の利用者に対する言動について
処理状況：保護者及び利用者に対する謝罪を行い、職員に対して口頭による注意・
指導を行いました。

エレベーター前案内板

野の花学園 〜ずっと、もっと、福祉に〜

至・大橋

キャリアサポートセンターが目印です

医療法人社団�福光会

福田眼科病院
TEL（０９２）８４１－２３４５
福岡市早良区藤崎１丁目２４－１

第一野の花学園

「楽しく」、「やりがい」のある仕事を

盆踊り大会

8 月 18 日（木）、今津福祉村納涼盆踊り大会が松濤園
中庭で行われました。利用者のみなさんが毎年楽しみに
している夏の行事ですが松濤園最後の盆踊りになりまし
た。ジュースや綿菓子などを食べ、ステージでの催し物
を楽しみました。また最後には日中活動の合間に練習し
た「炭坑節」を地域の方と一緒に踊りました！！利用者
さんの最高の笑顔で今年の夏も終わり、良い思い出とな
りました。
（第一野の花学園 佐々木 萌） みんなで一緒に「炭坑節」♪

第二野の花学園

長沼修作さん 1995 年より
浦山一正に師事

名物！「野の花太鼓」

福岡市東区に障がい者の方が通うふよう学園があります。その中の簡易班
の作業内容は、お菓子の箱折りです。福岡県のお土産で有名なお菓子やめ
んたいなどの箱を利用者 16 名で１日約 3,000 個組み立てます。組み立て・
トレー入れ・点検など工程を細かく分け一工程につき一人が責任を持って作
業します。利用者の方に作業の方法を分かりやすく伝え、「安全に」「効率良
く」「集中して」多くの箱を完成させます。楽しさややりがいを感じていた
だけるように努めています。８月より「玉露まんじゅう」が新しく加わり忙
しい日々が続いていますが、利用者・職員共に楽しみながら丁寧な箱作りに
取り組んでいます。
（福岡市立ふよう学園 中橋 薫）

Nonohana 上川端店

絵画寄贈
本学園職員の長沼修作さんから絵画一点の寄贈を受けました。長沼さんは数々の
絵画展に出展し、その多くで評価されている画家でもあります。最近ではその作品
が美術雑誌「花美術館」に掲載され、国際切手展やロンドンで行われる絵画展の日
本代表に選ばれています。このたび寄贈された「里の香り（かほり）」は第二野の花
学園待合室に飾られました。
長沼修作さん：野の花学園の利用者さんの為に自分でなにかをしてあげたかった。
（第二野の花学園 江藤 理恵）

ふよう学園簡易班

有名店の箱折り！責任重大！

開店１周年

Nonohana 上川端店がオープンして９月で１年になります。
少しずつですが、常連のお客様も増えています。店先でお客様とお
話することも楽しみの１つです。商店街の方も声をかけてくださった
り、保護者の方も近くまで来たので・・・と寄っていただいたり、み
なさまに支えられています。現在、月、火の２日間ですが、利用者の
みなさんが交替で販売活動に参加しています。商店街に元気な呼びか
けが響いています。ぜひ、近くにお越しの際はみなさまのご来店をお
待ちしております。
（福岡市立なのみ学園 小川 美佐）
いらっしゃいませー！

放デイ下大利
（放課後等デイサービス野の花

キャリアワーク立花

下大利）開設について

平成 28 年９月、放デイ下大利（放課後等デイサービス野の花 下大利）を開設
しました。事業内容は放課後等デイサービス（定員 10 名）で生活能力向上の為に
必要な訓練や社会生活を送る上でのルールやマナーを培う療育サービスを行いま
す。対象者は、就学児童・小学生１年〜高校生３年（18 才）までの方です。
皆様の生活が充実できるようにスタッフ一同、全力でサポート致しますので見学・
体験利用お待ちしています。まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。
放デイ 下大利 川津 友里恵
（お問い合わせ）092-588-9987

安全と安心と安らぎを！

そうめん流し

ナイスキャッチ！

早く流して〜

7 月 16 日（土）、今年で３回目となる「そうめん
流し」を行いました。今回は、立花高校の先生方、
保護者、職場体験の実習生、ボランティアなど総勢
30 名でとてもにぎやかなものとなりました。この春
卒所した 1 期生も参加し、限られた時間ではありま
したがそれぞれの場所での活躍を語る様子は、わず
か 3 ヶ月会わない間にすっかり大人になっていまし
た。爽やかな風もそよぎ、梅雨の合間に絶好の天候
に恵まれ夏の行事をお腹いっぱい満喫しました。
（キャリアワーク立花 林田 桂子）

第３回まどか・ゆいぱる夏まつり

「エビカニクス」で踊っちゃおぅ！

人気のバザー！

株式会社 博多印刷
本社

〒812−0028

福岡市博多区須崎町８番５号

TEL

092（281）0041

工場

〒811−2221

FAX

092（281）5261

福岡県糟屋郡須恵町旅石 70−24

８月５日に第３回まどか・ゆいぱる夏まつりを開催しま
した。開始前に急な豪雨がありましたが、昨年より多くの
来場者を迎えることができました。200 食分準備してい
たカレーや焼きそば、フランクフルトなどのバザー品も早
めに完売してしまうほどでした。恒例の利用者のアトラク
ションでは今回、
「エビカニクス」を披露し、来場者の方々
も一緒に踊ったりと大盛り上がりでした。今年も地域の
方々と触れ合える楽しいひと時となりました。
（まどか・ゆいぱる 市川 康則）

ちくぜん野の花

全身を伸ばして〜

ストレスケア実践！

ちくぜん野の花では職業訓練をしながらストレス対策にも取り組んで
います。最近の活動では、うきはアリーナの運動指導員のもと、エアロ
ビクスにチャレンジしました。
就職活動は職業的スキル向上と働いたその後の精神面での安定の両方
が必要と全員が感じた一日でした。
（ちくぜん野の花 関野 智恵）

医療・介護・福祉食事サービスのパイオニア

富士産業株式会社
九州事業部
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-1-1
TEL（092）474-7105㈹ FAX（092）471-7515

病院給食をよりおいしく、より効率的に。
株式会社 ホームラン・システムズ
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