社会福祉法人

新人職員紹介

砂原 光
キャリアサポート福岡 就労移行支援課
麻生医療福祉専門学校 福岡校 こども未来学科卒業
趣味はセキセイインコのグッズ集めです（・8・）
最近の楽しみは科捜研の女を見ること。科捜研ロスに備えて新しい楽しみを見つけたいです。
塚本 真梨
第一野の花学園 生活介護課 麻生医療福祉専門学校 福岡校出身
趣味と言えることはないですが、スニーカーとキャップが大好きです。最近していなかった“ペ
ニー ”（スケボーみたいなもの）に、また乗り始めようかと思っています。登山にもハマりそ
うです。仕事もプライベートも楽しくしたいです！
石田 敬子
第一野の花学園 生活介護課 北九州出身・西南学院大学卒業
趣味は食べ歩き、特技はスケートです。食べることが大好きで、食には目がありません！
特に好きなものは、ラーメン・餃子（ニンニク必須！）・プリンです。
森 英合佳
第二野の花学園 生活介護課 出身校 久留米大学 社会福祉学科
趣味 音楽を聞くこと(中学と高校は吹奏楽でトロンボーンをしていました)。寝ること・遊ぶこと
好きなもの コブクロが好きでライブに行くことが楽しみです！
笑顔で元気に頑張ります♪

野の花学園 〜ずっと、もっと、福祉に〜
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私が勤務する福岡市立ふよう学園は、野の花学園が福岡市の指定管理として運営を
委託され、現在、２期目、８年目となりました。私自身は、ふよう学園に異動となっ
て３年、たくさんの利用者とともに楽しく過ごしてきました。ふよう学園には、現在、
61名の方が毎日元気に家族と同居する自宅から通所されています。現在、障がい者
福祉の分野では、『親亡き後問題』が大きな課題とされています。当ふよう学園にお
いても、この『親亡き後問題』は例外でなく、私がこのふよう学園に勤務したわずか
３年間に、５名の保護者が急に亡くなられたり、また、体調を崩し緊急入院されたり
することがありました。幸い、当法人には、第一野の花学園と第二野の花学園という
宿泊できる施設があるため、状況が落ち着くまで短期入所制度を活用して乗り切るこ
とができました。また、ある方は法人内で運営しているグループホーム（第六野の花
学園）にスムーズに入居することができました。もし、これが通所施設しかない小さな法人であったら、対応
にとても苦慮したと思います。当法人には、多くの施設があり、それぞれが多くの有用な機能を有しています。
当法人が持っている機能、スケールメリットを十分に活かし、親亡き後の不安もなく、いつまでも安心して利
用していただける野の花学園でありたいと思っています。
（福岡市立ふよう学園 支援課長 小野 真一郎）

ふれあいカーニバル
障がい者就労セミナー開催！

平成30年２月14日、朝倉地区障害者等自立支援協議会専門部会（就
労支援部会）が主催する『障がい者就労セミナー』が開催されました。
部会としては、隔月に１４団体のメンバーで、ネットワーク構築な
どを目的として活動しており、例年開催しているセミナーは部会の一
大行事と位置付けられているものです。
今年度は、仕事と生活の『生活』を主なテーマとし、地域の相談支
援、就業・生活支援センター、グループホームにおける事業概要や支援事例を交えての講演、また、参加団体
それぞれの個別ブース設置と説明で、様々な形式で地域へ向け発信しました。
野の花学園職員の活躍の場もあり、２名が講演するなど、地域就労支援の周知の一助となれたのではないか
と思います。
（ちくぜん野の花 平山 裕一）

台風の影響により、野の花まつりが中止になったことから、なにか「利用者の方が楽しめる企画」をということで、“ ふ
れあいカーニバル ” と題したイベントを開催しました。利用者の方々の発表の場を作るとともに、保護者の皆様にも
楽しんで頂ける空間づくりを目指しました。
急な取り組みではありましたが、たくさんの保護者の来園もあり、ふれあいホールは超満員！綿菓子やポップコー
ンを食べながら、太鼓の演奏に合わせて踊り出す人、ステージに上がりダンスに参加する人、野の花まつりでは見ら
れない「はじける笑顔」があふれる１日でした。
（第一野の花学園 福澤 奈々）

カワイー！

●苦情受付状況
平成 30 年１月 1 日～
２月 28 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。

・熊本 由美 様
・安部 宗男 様
・太宰府ゴルフ倶楽部

様

・西日本新聞民生事業団 様
・福岡県建物管理事業協同組合
・第一野の花学園保護者会 様

平成 30 年度
様

●編集後記 今年の冬は例年になく寒い日が続き春が待ち遠しいところです。今年度の野の花だよりも今回で最後
となりました。今年度も色々な事業が開始され、野の花だよりで沢山の情報を発信してきました。今後もたくさん
の良い情報を発信できるように、より一層努力してまいりますのでよろしくお願い致します。まだまだ寒い日が続
きそうですので皆さま体調にはお気を付けください。
( 第三野の花学園 河原 理菜 )

オー超満員だ！

ダンス♪ダンス♪ダンス♪

内定式

平成 30 年１月 20 日（土）に寒さを吹き飛ばすような 11 名（平均
年齢 21.6 歳）のフレッシュな顔ぶれが勢揃いした平成 30 年度内定
式が行われました。
喜久常務理事の歓迎の挨拶に始まり、１年前は内定者として参加し
ていた１年目の職員も今度は先輩職員としてユーモアあふれる挨拶で
今年の内定者を温かく迎え入れました。
フレー！フレー！フレッシュ！
エイエイオー！
毎年恒例の午後の昼食交流会を終えた頃には早くも団結力が芽生
え、式の最後は参加者全員で「エイエイオー！」（内定者代表：小川 優勝さん）の掛け声で締めくくり、野の花学園
に力強い風を呼び込むことを予感させる一日でした。
（法人本部 隠塚 祐樹）
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成人のお祝い

2018年書初め

第三野の花学園では、平成30年１月13日に今年度晴れて成人された利用者さんの「成人のお祝い」を行いました！
３名の方の成人を祝って、午前中は皆で力を合わせて紅白の餅つきをしました。利用者さんの挨拶や保護者の方か
らのお祝いのメッセージを頂いて、成人をされた３名の方から就職に向けての抱負を発表して頂きました！その後
３名とも就職が決まり、幸先の良い一年の始まりとなりました。
(第三野の花学園 河原 理菜)

よいしょ、よいしょ！

つきたてうまっ

司会も緊張（？）

2018年スタートの仕事始めに皆さんで書初めをしまし
た。それぞれ思い思いの文字やお手本を見ながら、一文字
一文字思いを込めて書き上げました。戌年は「結実」を表
す年でもあり、仕事、勉強、家庭、人間関係など、これま
で続けてきた取り組みに良い結果が表れる年になってほし
いと願っています。
（大野城市障がい者支援センター 市川 康則）

『野の花 富楽和』では、入居者様とともに新しい一年の始まりをお祝いし、新年食事会を行いました。平成
29年４月の開設後、初めて迎えた新年です。無事に迎えられたことと各関係者の皆様への感謝の気持ちを忘れ
ずに、今年も職員一丸となり、セーフティネットワークとしての役割、住み慣れた地域で安心して自分らしく過
ごせる環境づくりをめざしていきたいと思います。
（野の花富楽和 酒見 直美）

キャリアサポート福岡では、就職準備の一環プログラムとして、実際の企業の中で仕事を体
験する“企業実習”を行っています。
平成３０年に入って、４名の方が１～２週間企業実習を行いました。株式会社ゲオビジネス
パートナー様では、リサイクル店舗での清掃や商品のタグ付け等の仕事を体験させていただき
ました。実際の仕事を見て聞いて実践することで、就職へのイメージが広がり、今後の就職活
動に向けての良い経験となりました。
(キャリアサポート福岡 大本 梓織)
すみずみまでキレイに♪

朝日プリンテック

ウワー！豪華！

う～ん！

企業実習に積極的に取り組み中！

凛々しいスーツ姿！

『気持ちを新たに…』新年会

２年目、ファイト！

一筆入魂！

やったー！

菜の花まつりに参加！
ちくぜん野の花では、２月３日の節分イベントということで開
催される「菜の花まつり」に参加しました。寒い日が続くせい
か菜の花の生育状況が悪くイベントは中止でしたが、売り場にあ
る新鮮な野菜や今が旬の果物試食に利用者の皆さんテンション上
りっぱなしでした。この日も寒い天候でしたがこの時期限定のあ
頭キ～ン（冷）でも美味しい！
石焼イモ～♬
まおうのソフトクリームを食べ、大喜びでした。やっぱり寒い時
はあったか一番と、安能芋の石焼き芋を笑顔いっぱいで頬張りました。またまだ寒い日が続きそうですが、皆さ
んに楽しんで頂ける外出・イベントを企画したいと思います。
（ちくぜん野の花 矢田 真麻）

福岡工場見学

朝日新聞の印刷工場である朝日プリンテック福岡工場の見学に行ってきました。公共
交通機関の利用訓練も兼ねて、電車で最寄りの駅まで向かい、歩いて工場まで行きました。
電車では、手帳を見せて割引された切符を購入することが
できました。昼食は、それぞれ食べたいレストランを選び、
グループごとに分かれて食べました。工場見学では、新聞
が４色のインクを使って素早く印刷されていく様子を見た
り、できたての新聞を実際に触ったりして、とても感動し
ました。最後に、２月７日発行の夕刊の記事に、集合写真
を載せた見学用の新聞をいただき、利用者の皆さんは大喜
びでした！
ハイ、チーズ！
（福岡市立なのみ学園 泉 菜月）

私たちが載ってる～！

昔の遊びに夢中！
第三野の花学園では、昔遊びの名人たちに来ていただき、昔の遊びを教えてもらいました。
お手玉・けん玉・コマ回し・竹とんぼを体験しました。
けん玉やコマ回しは苦戦しましたが、皆さん何度も何度も挑戦し続けるうちに少しずつできるようになりました。
「失敗
しても、何度も挑戦することが大切ですよ。」という心に響くお話も聞く事ができました。利用者の方も、職員も子ども
に戻ったように夢中になり遊ぶことができました。名人たちありがとうございました。 （第三野の花学園 佐藤 陽子）

■鬼はソトー！福はウチー！

２月２日（金）第一野の花学園のふれあいホールで節分の豆まきを
行いました。職員扮する鬼（？）めがけて『鬼はソトー！！！』と声
をあげ豆を投げつけましたが、利用者さんのどこか優しさを感じる投
げぶりでした。
寒さが厳しくなり風邪の流行る時期ですが、その力強い豆まきで邪
鬼を追い払うことができたのではないでしょうか。今年も一年健やか
に過ごすことができますように！そしてたくさんの“福”が訪れますよ
うに！みんなの願いが垣間見える一日となりました。

◇全員で記念写真◇
鬼が来たゾー！！！

鬼はソトー！福はウチー！

（第一野の花学園

福澤

◇お礼でーす◇

奈々）

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

◇いい調子！◇

◇名人からコツを教わります◇

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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