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五灯館大学校開校！
何らかの障がいをもつ高校生の多くが、卒業の時に就職や進学で悩むことが多いと言われて
います。
このような子どもたちが大学校進学の名のもとに４年間かけて、就職を目指すことを目標に
五灯館大学校を開校しました。
４月 23 日（月）に入学式が行われ、福田量学長から歓迎の式辞、立花高校の齋藤眞人校長
からの祝辞に続き、在校生の手話合唱は多くのご来賓に感動を与えるものでした。
（五灯館大学校 教務長 古川 慎太郎）
【五灯館大学校】
《基礎課程本校》
〒 810-0001 福岡市中央区天神 3-14-31 天神リンデンビル 5 階
（電話・FAX）092-707-0154
《専門課程本校》
〒 810-0001 福岡市中央区天神 2-13-17 キャリアサポートセンター 6 階
（電話）092-717-9987 （FAX）092-729-9988

専門課程本校

基礎課程本校

春の集いに 617 人参加！
４月 21 日
（土）
野の花学園後援会
（会長 林宗一）
主催
「春の集い」
が開催されました。当日は 30 度を越える猛暑の中、
後援会の皆様・野の花学園全事業所の利用者さん・保護者・職員など総勢 617 名の参加がありました。各事業所から
和太鼓演奏、ダンス、合唱、借り物競争などの出し物があり楽しい一日を過ごしました。
（第二野の花学園 平井 浩一）

盛り上がりと熱気がすごい！

平成 30 年度

空気も、料理も・・・♪

迫力ある野の花太鼓♪

入職式並びに辞令交付式

満開だった桜の花が葉桜に変わっていく中、平成 30 年度入職式並びに辞令交付式が
４月７日（土）に法人本部で行われました。今年度は 20 名の新入職員が期待に胸を膨
らませながら入職式に参加しました。
福田理事長からの歓迎と激励を受け、今年度は５名の入職者が代表して決意発表を行
いました。新入職員の皆さんのフレッシュな気持ちに触れ、法人全体も新たな気持ちで
新年度を迎えられるような素晴らしい入職式となりました。 （法人本部 百冨 綾乃）

歓迎のメッセージ

福田量理事長

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

先輩と楽しくご飯♪

決意発表（左から）
平野 歩さん
（第三学園）
大塚 南実さん （なのみ学園）
坂田 知嘉子さん（ちくぜん）
渡辺 ゆかりさん（ゆいぱる）
石尾 千穂さん （第二学園）

岩城法律事務所
弁護士 岩城和代・弁護士 岩城 渉
ＴＥＬ：０９２−７１３−１３８５
福岡市中央区赤坂１−13−28−301

「パンの花」一周年感謝セール
第五野の花学園「パンの花」は、本年４月に開店１周年を迎えたのを記念して３月31日（土）～４月８日（日）
まで「おかげさまで１周年！感謝セール」を開催いたしました。
パンと野菜の日替わりセールに加え、週末限定“クロワッサン７種詰め放題500円”は連日15時には完売し、セー
ル最終日の閉店１時間前にはパンは全品完売となりました。また、野菜売り場は“玉ねぎとデコポンの詰め放題”が
大好評で売り場は大賑わい！一時駐車場も満車となって嬉しい悲鳴でした。
このセール期間中のパンと野菜の来客者数は延べ1,000人、目標金額を大きく超えることができました。ここに
改めまして御礼申し上げますとともに、２年目となる「パンの花」を今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
（第五の花学園 パンの花 店長 戸宮 知子）

１年分の感謝をこめて・・・

感謝感謝の１周年♪

第２回野の花学園キャリアワーク立花

大盛況のクロワッサン！！

活動報告会

３月24日（土）に立花高校内のママズカフェにて、第２回野の花学園キャリアワー
ク立花の活動報告会を行いました。今回は初めてのパワーポイントつくり。2か月
前から準備を始めました。当日は、みんなが緊張して声が出ないのではないかなど
色々と心配しましたが、堂々たるもの。大成功でした。会場には、たくさんの方が
来てくださり、それがとても力になったようです。「ほめられた」「よかったよ。っ
て言われた」と。嬉しそうに報告に来るメンバーを見て、様々な出来事が思い出さ
れ、とても嬉しくなりました。周りの方々に支えられて、今があるのだなと本当に
感謝の気持ちでいっぱいです。
（キャリアワーク立花 小方 国恵）

発表ドキドキ！

筑後特別支援学校ｖｓ野の花学園 ソフトボール交流試合！
４月28日（土）、筑後特別支援学校グラウンドにて、およそ６年前から
続く福岡県立筑後特別支援学校の職員とのソフトボールの交流試合を行
いました。当日は晴天にも恵まれ、計２試合を実施（第１試合：女性中
心チーム／第２試合：男性中心チーム）。若手、ベテラン!?の野の花学園
最強メンバーを組んで試合に臨んだつもりでしたが、見事２連敗…（笑）。
“好プレーあり”“珍プレーあり”と、笑いの絶えない、とても楽しい一日と
なりました。
（大野城市障がい者支援センター 小西 朱鳥）
試合後の集合写真

満開の桜に大興奮！
ちくぜん野の花では３月31日（土）、年度終わりの締め括り
ということで「お花見」をしました。清々しい晴天となり、満
開の桜の下で食べるお弁当は最高でした。みんなで桜と食事を
楽しみながらこの一年間の振り返りとともに親睦を深める事が
できました。
今年も利用者さんの就職率100%達成を目指します。
（ちくぜん野の花 矢田 真麻）

福 岡 に 住 む
あ な た の 安 心

ふ く じ ゅ う

福岡市中央区天神2丁目4-15 プリオ天神ビル
TEL 092-712-0245 FAX092-712-4350

で す。

わあ〜桜が満開で綺麗〜 (^O^)

景色も最高！お弁当も最高！

医療・介護・福祉食事サービスのパイオニア

病院給食をより美味しく、より効率的に。
株式会社

ホームラン・システムズ

〒812-0015 福岡市博多区山王2丁目6-20
Tel.092-433-6160 Fax.092-433-6168
http://www.hrs0724.jp

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

●●●

野の花学園ご利用の基本情報

施設名

●●●

形態／定員

送迎

費用（実費負担分）

施設入所

（入所／60）

─

月額平均￥50,000 （負担金別）

短期入所

（入所／6）

─

─

（入所／59）

─

家賃、水光熱費、管理費
月額￥60,000～￥70,000

（通所／60／24／10）

あり

昼食代（有料）

（相談）

─

相談無料

ヘルパーステーション野の花

（ヘルパー）

─

負担金

放課後等デイサービス野の花 今津

（通所／10）

あり

■第一野の花学園 （福岡市西区今津4820-1） 電話：（092）806-2059

グループホーム
生活介護 ／ 就労継続支援B型 ／ 自立訓練
福岡市西区第2障がい者基幹相談支援センター

■第二野の花学園 （朝倉郡筑前町三箇山1147-2） 電話：（0946）42-4131
施設入所
短期入所
生活介護 ／ 就労継続支援B型

（入所／70）

─

月額平均￥50,000 （負担金別）

（入所／6）

あり

（通所／65／20）

あり

（通所／25／15）

あり

昼食代（有料）（希望者）

（通所／10）

あり

おやつ代（有料）（希望者）

あり

昼食代（有料）

実費食事代

■第三野の花学園 （大野城市下大利3-9-1） 電話：（092）573-9987
就労継続支援B型 ／ 就労移行支援
放課後等デイサービス野の花 下大利
電話：（092）588-9987

■第五野の花学園 パンの花 （筑前町長者原字小牟田445-1） 電話：（0946）42-9087
就労継続支援B型

（通所／10）

■第六野の花学園 （筑前町新町212） グループホーム 電話：（0946）23-1101 ／ 放課後デイ 電話：(0946)22-3230
グループホーム第六野の花

（入所／17）

─

家賃、水光熱費、管理費
月額￥60,000～￥70,000

放課後等デイサービス 第六野の花

（通所／10）

あり

おやつ代（有料）（希望者）

あり

おやつ代（有料）（希望者）

■第七野の花学園 （福岡市西区姪浜駅南2-8-15） 電話：（092）883-9987
放課後等デイサービス野の花 姪浜

（通所／10）

■福岡市立ふよう学園 （福岡市東区松島3-15-1） 電話：（092）611-0122
就労継続支援B型 ／ 就労移行支援 ／ 自立訓練

（通所／42／12／6）

あり

昼食代（有料）

（入所／9）

あり

家賃、水光熱費、管理費
月額￥60,000～￥７0,000

（相談）

─

相談無料

（通所／42／12／6）

あり

昼食代（有料）

（通所／10／15）

あり

昼食代無料

─

相談無料

（通所／20／10）

あり

昼食代（有料）

（相談）

─

─

なし

昼食代（有料）

なし

昼食代無料

（相談）

─

相談無料

（通所／10／20）

なし

昼食代無料

（入所／50）

─

─

─

家賃、水光熱費、管理費
月額￥70,000～￥80,000

グループホーム
ライフサポートセンター野の花東

■福岡市立なのみ学園 （福岡市南区清水1-13-19） 電話：（092）512-1128
就労継続支援B型 ／ 就労移行支援 ／ 自立訓練
■ちくぜん野の花 （筑前町東小田3539-10） 電話：（0946）42-5701
就労継続支援B型 ／ 就労移行支援

■障害者就業・生活支援センターちくぜん （筑前町東小田3539-8） 電話：（0946）42-6801
障害者就業・生活支援センターちくぜん

（相談）

■大野城市障がい者支援センター （大野城市上大利5-18-8） 電話：（092）583-5560
生活介護 ／ 就労継続支援B型
指定特定相談事業所

■キャリアワーク立花 （福岡市東区和白丘2-24-43） 電話：（092）606-9987
自立訓練

（通所／10）

■キャリアサポート福岡 （福岡市中央区天神2-13-17） 電話：（092）717-9987
就労移行支援

（通所／20）

■イーライフサポート （福岡市中央区天神2-13-17） 電話：（092）729-9987
障害者就業・生活支援センター野の花
■五灯館大学校 （福岡市中央区天神3-14-31） 電話：（092）707-0154
自立訓練 ／ 就労移行支援
■野の花富楽和 （福岡市西区今津5324-5） 電話：（092）807-9987
救護施設
グループホーム

（入所／10）

共済でさまざまな安心をひとつに
建築・設計・施工／一級建築士事務所

株式
会社

東 部 産 業

福岡県火災共済協同組合
～火災共済は、福祉とその現場で働かれている方達を応援しています～

福岡県福岡市博多区吉塚本町 9-15-8F
〒812‐0063 福岡市東区原田1丁目1番21号

ＴＥＬ 092‐611‐5815

TEL：092-622-8071

URL：www.fkyosai.com/

初めての接客にドキドキ！
３月27日(火)にキリンビール工場に出かけました。キリンビール工場の敷地内にあるレストランで昼食、工場
内のお土産屋でお買い物をしたり、売店のソフトクリームを食べながら、満開の桜を楽しみました。
その後は、第五野の花学園 パンの花に移動して、パンと八百屋さんの見学・体験をしました。ジャガイモの
検品と袋詰めの体験や、外に立って『いらっしゃいませ～』と大きな声で、呼び込みを行ないました。また、実
際にレジに立って接客の体験をさせてもらいました！
（第一野の花学園 本宮 将司）

桜の下で記念撮影！

初めての接客！

テラスで美味しいパンを「いただきまーす！」

平成 30 年度職員人事異動
【昇格】
古川

慎太郎

五灯館大学校教務長

《平成 30 年４月１日付》

小野

真一郎

第一野の花学園支援次長

《平成 30 年４月１日付》

戸宮

知子

第五野の花学園

《平成 30 年１月１日付》

市川

康則

福岡市立ふよう学園支援課長

小方

国恵

キャリアワーク立花支援課長
五灯館大学校

二俣

咲喜子

パンの花支援課長（店長）

基礎課程本校教務主任

《平成 30 年４月１日付》
《平成 30 年４月１日付》

キャリアサポート福岡支援課長
五灯館大学校

専門課程本校教務主任

《平成 30 年４月１日付》

田中

義秋

法人本部システム係長

《平成 29 年 10 月１日付》

瓜生

真紀子

第一野の花学園支援係長

《平成 29 年 12 月１日付》

吉村

晶子

第一野の花学園事務係長

《平成 30 年１月１日付》

吉永

統彦

第一野の花学園支援係長

《平成 30 年４月１日付》

塚本

翔

第三野の花学園支援係長

《平成 30 年４月１日付》

永島

千絵

福岡市立なのみ学園支援係長

《平成 30 年４月１日付》

吉田

史朗

大野城市障がい者支援センター支援係長

《平成 30 年４月１日付》

平井

浩一

第二野の花学園支援主任

《平成 30 年４月１日付》

小林

百合香

福岡市立なのみ学園支援主任

《平成 30 年４月１日付》

手嶋

里美

ちくぜん野の花支援主任

《平成 30 年４月１日付》

西依

まゆみ

障害者就業・生活支援センターちくぜん支援主任

《平成 30 年４月１日付》

松田

孝幸

大野城市障がい者支援センター支援主任

《平成 30 年４月１日付》

佐藤

理奈

大野城市障がい者支援センター支援主任

《平成 30 年４月１日付》

隠塚

祐樹

法人本部事務主任

《平成 30 年４月１日付》

千葉

隆一

第二野の花学園事務主任

《平成 30 年４月１日付》

松山

敏一

福岡市立なのみ学園事務主任

《平成 30 年４月１日付》

株式会社

一級 建築士事務所

S.A.

一級建築士

設備設計一級建築士
CASBEE 建築評価員
建築 + 環境デザイン

Scheme
of
Architectonology

医療法人 永 寿 会

シ ー サ イ ド 病 院
院長 山本 雄正
看護部長 木塚 香織
福岡市西区今津 3810
℡092(806)7171

川

添

記

念

病

院

院長 南川 喜代晴
看護部長 小松 実
福岡市西区今津 4760
℡092(806)7667

新人職員紹介
彌永

麗菜

大村

真琴

土橋

夏希

石尾

千穂

熊丸

彩子

黒瀬

琴音

岩田

沙也

大塚

南実

坂田

知嘉子

渡辺

ゆかり

第一野の花学園 生活介護課
大川市出身 久留米高校（英語科）
・中村学園大
学（児童幼児教育学科）卒業
写真を撮ることが得意です！！！また、山登り
など体を動かすことが好きで、旅行などにもよ
く行っています。野球が好きでジャイアンツファ
ンです！

第一野の花学園 生活介護課
麻生医療福祉専門学校 福岡校卒業
直方市出身
趣味は、旅行！今一番行きたいところは韓国で
す。カラオケ！よく一人カラオケに行きます。

第一野の花学園 放課後等デイサービス 今津
福岡県粕屋郡出身 誠修高校・佐賀女子短期大
学卒業
趣味・・・本屋で絵本を見ることやＤＶＤ鑑賞
ポジティブ性格を大切にし、子どもと外や室内
で沢山遊びたいと思います♪

第二野の花学園 生活介護課
出身地：長崎
出身大学：長崎純真大学
まだまだ慣れないことばかりですが、利用者の
皆さんが安心して生活できるような支援を目指
します。

第五野の花学園 パンの花 就労支援課
出身地：長崎県佐世保市
出身大学：筑紫女学園大学
趣 味：寝ること
はまっていること：朝ドラを観ること

放課後等デイサービス 野の花下大利
西日本短期大学保育学科出身です。
短期大学では、保育の勉強をしてきました。
大学時代に学んだ保育の知識を活かします。
趣味は野球観戦で、ホークスの中村と吉村が好
きです！

福岡出身 長崎活水女子大学卒業
趣味は旅行・映画鑑賞・話題のお店を巡ること
です。
まだわからない事も多いですが、毎日笑顔で利
用者さんとの関わりを大切にしていきたいと思
います。

福岡市立なのみ学園 就労移行班
生まれも育ちも福岡な福岡県民です！
九州産業大学で精神保健福祉について勉強しま
した。趣味はお菓子作り・スマホゲーム・ゴロ
ゴロすることです。

ちくぜん野の花 就労移行支援
出身地：長崎県
出身大学：長崎純心大学
趣味：ドラマを見る・音楽を聞く
特技：フルート 中学・高校と吹奏楽部でした！

●苦情受付状況
平成 30 年３月 1 日～４月 30 日 実績１件
※利用者に対する暴言等について告発を受けた。事実確認を
実施し、施設の受入れ体制を調整し、利用者は施設利用を
このまま継続することになりました。

大野城市障がい者支援センター 就労支援課
九州産業大学 精神保健福祉コース出身
大学では精神保健福祉を勉強しました。
趣味は温泉旅行とお昼寝です。

寄付御礼

※あたたかいご支援に感謝申し上げます。

・山城 道子 様
・和田 節子 様
・福岡トヨタ自動車株式会社

様

●編集後記
今年度も野の花だよりがスタートしました。おかげ様で 4 年目を迎えることができました。利用
者の方から、「野の花だより見たよ～」と、いつも笑顔で報告があり、大変うれしく思っております。私事ですが、
遠方に住む両親からも「記事読んだよ！」と、すぐに連絡があります（笑）いつも楽しみに見てくださっている皆
様、本当にありがとうございます。
そして、皆様お気づきになられましたでしょうか！なんと、A4 両面用紙をプラスして、よりパワーアップ致し
ました！今年は昨年よりもっと楽しい記事として、最新の情報を皆様にお届けできるように頑張って参りますので、
今年度もよろしくお願い致します♪
（福岡市立なのみ学園 大久保 絵梨）

