社会福祉法人

新人職員紹介

平田 美和夏
法人本部
麻生情報ビジネス専門学校卒業、21歳の平田美和夏です！
趣味はボーっとすること。
特技は中学・高校と吹奏楽部、軽音楽部に入部していた為トランペットとギターを少しだけ演
奏することができます♪
皆さんのお役にたてるよう、一生懸命頑張ります。よろしくお願いします！
中村 慎治
第一野の花学園 就労支援課
出身校 麻生医療福祉専門学校
趣 味 バイクでツーリング！！最近買い替えてますますハマっています。
雨の日も風の日も炎天下の日も元気に外で作業をしてきたおかげで、家族もビックリするくら
い真っ黒に日焼けしました！

前村 亜実
第一野の花学園 放課後等デイサービス野の花 今津
出身地 熊本県
出身校 日本福祉大学
趣 味 音楽を聞くこと・昼寝・お散歩・カラオケ・お菓子の新商品を見つける。
特 技 書道・アカペラでハモること！
にこにこ笑顔で人見知りしないように頑張ります♪
立石 健人
第二野の花学園 生活介護課
種子島中央高校出身、22歳です！好きなスポーツは野球で、最近したいことは沖縄旅行と甲子
園を見に行くこと、船で釣りをしたいです。（好きな食べ物はラーメン、チキン南蛮、母の手料
理です！！）

昇格職員紹介

この度、９月１日付で第一野の花学園へ異動となりました。今まで、様々な施設を
異動して来ましたが、第一学園の事業数と職員数の多さに驚き、また法人の母体施設
に来たというプレッシャーを感じながら、業務に励んでいます。地域行事にも携わり
ながら、今津という地域の事も知っていけたらと思っております。
異動に伴い、係長という立場となりましたが、現場の声に耳を傾けながら、利用者
の方々や職員がよりイキイキした活動・支援が行えるように、第一学園を盛り上げて
いきたいと思います。宜しくお願い致します。
（第一野の花学園 係長 瓜生 真紀子）

●苦情受付状況
平成 29 年９月 1 日～
10 月 31 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。

・濱地 又雄 様
・学校法人 東福岡学園 様
・第一野の花学園 保護者会

様

●編集後記 行楽、読書、そしてなんといっても食欲の秋、みなさまはどんな秋をお過ごしでしょうか。先日、小
鹿田焼きを見に行きました。登り窯、川の流れを利用した陶土をつく唐臼の音を聴きながら、一子相伝の素朴な焼
き物との出会いに心が癒されました。一方道中では、７月の水害で大きな被害を受けた小野地区も通りました。家
は曲がり、土砂が堆積した光景に心がしめ付けられました。心動かされる秋でした。今年最終号になりますが、ご
愛読ありがとうございました。
（野の花富楽和 酒見 直美）

野の花学園 〜ずっと、もっと、福祉に〜
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朝倉豪雨災害の現状について
九州豪雨から約三か月が経ち、被災地では道路や河川の応急復旧工事が進み、これ
からようやく壊れた住宅の再建や農業施設などの復旧が進められるのだろうと思いま
す。第二野の花学園、第五野の花学園、第六野の花学園、ちくぜん野の花、障害者就業・
生活支援センターちくぜんの５施設は朝倉地区にあり、豪雨の被害を受けるまでには
至りませんでしたが、近隣では想像を絶する被害を受けました。
県道386号線沿いにある第五野の花学園パンの花では、被災者に少しでもお力にな
れるよう、朝倉地区の新鮮な野菜や果物を仕入れるとともに、多くの方に提供できる
よう被災者支援コーナーを開設しました。私ども福祉施設は、今後もながく地域の皆さんとともに支え合いな
がら生きていきたいと思います。
（第二野の花学園 課長 大坪 哲平）

スウェーデン・デンマーク

海外研修記

平成29年９月５日から９月15日までの
11日間をかけて北欧の海外研修に参加し
ました。日本の福祉モデルともなっている
福祉先進国であるスウェーデン・デンマー
クは、所得税は最大約56％、世界で２～
３番目に税金が高く、物価は、日本の約２
施設の生産品も北欧デザイン！
デンマークの介護施設
倍。消費税も25％と思わず聞き返したく
なるほど高税率です。その分医療費・教育費・年金・出産費用が全て無料です。「高税率＝苦しみ」
高税率＝幸せ！？
ではなく「高税率＝幸せ」が実現されています。まさに「ゆりかごから墓地まで」国が面倒を見て、
社会保障がとても充実していました。今回の経験を、野の花学園においても生かしていきたいと思います。
（第二野の花学園 施設長 堤 正直）

「野の花学園の創業力」が最優秀賞
第８回野の花合同研修会が９月30日、10月１日の一泊二日で朝倉郡筑前町の国立夜須
高原青少年自然の家で総勢160名が参加して行われました。
この研修会は、社会福祉法人野の花学園の各拠点施設職員が一堂に会して研修を行う
ことで各事業内容の理解を深めるとともに、法人のさらなる発展に向け職員相互の資質
向上と親睦融和を図ろうと年１回開いています。
第一部では今年のテーマ「今こそ考える野の花の果たすべき役割~野の花だからできる
こと～」に沿ったテーマで各拠点から先進地視察報告と併せて研修発表が行われました。
第二部は参加者全員が楽しみにしている恒例の懇親会が行われましたが野の花学園のエ
ネルギーそのままに大変な盛り上がりでした。今回も大変意義ある研鑽を積むとともに
交流を深めることができました。
（ふよう学園 御床 治秀）
【研修発表】
最優秀賞 「野の花学園の『創業力』の底辺を広げる」 吉村 晶子（野の花富楽和）
奨励賞
「野の花100年に向けての取り組み」 岩田 千晶（ふよう学園）
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発表、質問、熱気！！

精鋭 160 人結集！！

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

■保護者会から一言
今年度、キャリアワーク立花保護者会の代表をさせて頂きます、小嶋です。宜しくお願い致し
ます。いつもキャリアワーク立花を訪問する度、子供たちの元気な挨拶と明るい表情から、充実
した毎日を容易に想像する事が出来ます。職員の皆様の日々のご尽力に感謝しますとともに、４
年目になる今年度は更に保護者一丸となって、親目線でキャリアワーク立花の良さを発信してい
きたいと思っております。本会も今出来る事を、役員一同、精一杯努めて参りますので、ご指導
ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。 （キャリアワーク立花 保護者会 代表 小嶋 節子）

野の花学園秋の収穫祭
10月28日（土）、第８回 野の花学園秋の収穫
祭を開催しました。今年はあいにくの雨でしたが、
たくさんの方々にご参加頂きました。今年からは第
五野の花学園パンの花の新鮮野菜が加わり、利用者
の皆さんが生産した商品と一緒に販売することで
あふれる生産品が並びました。来場者の皆さんは両
手にいっぱいの買い物袋を提げられ、収穫祭を満喫
されました。
（第二野の花学園 平井 浩一）

就職準備と就職活動のサポートセミナー開催
10月21日（土）に“就職準備と就職活動のサポートセミナー ”をエルガーラホー
ルにて開催しました。セミナーでは、一般企業で働きたいけど自信が無い方や仕
事が続かない方に向けて、“就労移行支援事業”という福祉制度事業の紹介をしまし
た。また、
実際に就労支援事業所でサポートを受け就職した方から、
具体的なサポー
トと継続して仕事が続けられている発表がありました。仕事の選択を１人でする
のに不安を抱えている方、サポートを受けながら就職を目指す方、何らかの障が
いを持つ皆さん方に多様なサポートで就職支援を行っていきたいと思います。
就労移行支援事業の詳細が知りたい方は是非お問い合わせください。
（092-717-9987）
（キャリアサポート福岡 大本 梓織）

2018 年

パンの香りに誘われて…

まどか・ゆいぱるカレンダー好評発売中！
まどか・ゆいぱるオリジナルカレンダーが完成しました！皆さまの新たな一
年に幸せをお届けできるよう、真心込めて作成しました。利用者の皆さんが挿
絵や文字と絵の組み合わせを全て丁寧に行なっています。A3（700円）縦長（600
円）卓上ケース付き（700円）卓上ケースなし（500円）となっております。
ご注文先：大野城市障がい者支援センター ☎０９２－５８３－５５６０
（大野城市障がい者支援センター 米 優子）

新鮮野菜販売中！！

今津福祉村大運動会
10月１日（日）に第35回今津福祉村大運動会が行われました。天候にも恵まれ晴天の中、
『必勝』の垂れ幕や、
応援グッズを携え準備は万端！２年に１度の運動会ということで気合充分で臨みました。リレーやいまづ競輪・
玉入れ等様々な種目に参加をし、白熱した戦いとなりました。野の花太鼓やダンシングファイターの出演では、
地域の方々も手拍子をしたり一緒に踊ったりと盛り上がり、心に残る思い出となりました。
（第一野の花学園 福澤 奈々）

必勝祈願！

野の花太鼓！ソーレッ！

セミナー会場
（就職した方の体験談紹介中）

2018 年版完成！！

白熱した障がい者スポーツ大会！
９月18日（月・祝）、博多の森陸上競技場にて第22回障がい者スポーツ大会が開催されました。残暑きびしいお天
気でしたが、第一野の花学園からは利用者11名と引率職員４名、なのみ学園からも多くの方が参加されました。
レクリエーションでは、フライングディスクやソフトボール投げ、トラック競技とさまざまな競技に参加者の真剣
な競技が繰り広げられ、好記録続出の大会となりました。
見事入賞メダルを獲得した利用者さんもたくさんいらっしゃいました。(*^_^*)惜しくもメダル獲得には至らなかっ
た…という方も「来年は頑張るぞ！」と前向きな姿が、とてもかっこよかったです。
全国大会も兼ねている大会ともあって、会場は終日熱気に包まれました。スポーツ大会にふさわしい雲一つない快
晴の中、自分の競技だけでなく応援にも力が入り、みんなでさわやかな汗を流すことができました。
(第一野の花学園 福澤 奈々 )

結果は１位？

第１回東フレンドふよう学園フェスタ
東フレンドホームふよう学園フェスタが 10 月 22 日（日）
両施設を会場に行われました。ステージ発表や活動展示のほ
かバザーや干支の絵付け体験などで、いずれの催しも列がで
きるにぎわいでした。
施設の紹介、活動発表、福祉啓発の場として障がい者と地
域住民が交流する機会をつくり、障がい者に対する理解を深
めていただこうと両施設から選ばれた職員が実行委員となり
ました。
台風の影響が心配されましたが予定通りスタート、ステー
ジでは和太鼓やダンス、歌などが披露され利用者の皆さんは
もちろん来場者も一緒になって楽しんだり、焼きそばやカレー
をおいしそうにほおばったりして最後はお楽しみ抽選会で盛
り上がりました。
（ふよう学園 荒木 昌美）

いけ！いけ！頑張れ〜！

きれいに干せるかな

大人気の絵付け体験

当たるかな？射的コーナー

やったー！入賞！

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
九州支店：北九州市八幡東区山王2-19-1 TEL.093-671-3131

〒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

野の花選手団「健闘」

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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