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キャリアワーク立花は、単独自立訓練事業として開所から 4 年が経ちました。
「今度、初めてお給料が出る。嬉しい」「帰りに遊びに寄っていいですか？」等卒所
生から時折の電話や近況報告。職員の顔がほころび、励みになる時間です。
人とのつながりが “ 希薄 ” になっている、“ コミュニケーション不足 ” と耳にする機
会が増えてきたこの頃ですが、ここでは、毎日賑やかに社会へ出る準備を行いながら
濃～い時間を過ごしています。笑い声や悔し涙、誰もが一生懸命です。平成 4 年に入
職し、両親と過ごした時間よりも、利用者さんたちと過ごす時間がはるかに長くなり
ました。新任時代、私に野の花のいろはを教えてくれた利用者の中には旅立たれた方
も数名います。時の流れを感じながらご縁に感謝しています。春には五灯館大学校が
開校となり、お陰様で多くのお問い合わせを頂いています。今の自分の使命とは何かを考えながら、人とのつ
ながりを大切にし先輩方から受け継いだバトンを時代にあった形に変換しながら次の世代につなげていきたい
と考えています。
キャリアワーク立花 支援課長 小方 国恵
（五灯館大学校 基礎課程本校 教務主任）

～元気と笑顔を～

見にきんしゃい！！！

10 月 21 日（日）第 40 回野の花まつりが開催されました。当
日は絶好の秋晴れでまさにお祭り日和！第一学園からすぐ近くの視
力センターグラウンドをお借りし、900 名を超える方々のご来場
がありました。
今年度のテーマは “ ～元気と笑顔を～ 見にきんしゃい！ ” 昨年
度の野の花まつりが、台風の影響で中止になったこともあり、来場
者からは「楽しみに待ってたよ」
「今年は開催されて良かった」と 元気いっぱいのステージ♪
の声を多数いただきました。利用者が笑顔で元気に即売やステージ
発表を行う姿を、地域の方々や保護者の皆様にお届けすることが出
来ました。
（第一野の花学園 福澤 奈々）
即売・バザーも大盛況☆

第２回フレンドふようフェスタ開催！
「第２回東障がい者フレンドホーム・ふよう学園フェスタ」が 10 月７日、同学園
グラウンドでおこなわれ、ステージ発表や即売などでにぎわいました。
今年で２回目となりますが、障がいへの理解と地域交流を深めることを大きな
テーマに両施設から実行委員を選んで臨みました。台風一過の晴天の下、ふよう学
園からは陶器販売や干支置物の絵付け体験のほか野の花学園法人施設の新鮮野菜や
クッキーを販売し人気を博しました。
特設ステージでは利用者の皆さんが日ごろ取り組んでいる和太鼓演奏やダンス、
歌などを披露してフェスタを盛り上げ、来場者はカレーや唐揚げ、焼きそばなどを
頬張りながら秋びよりの一日を楽しみました。
（ふよう学園 御床 治秀）

岩城法律事務所

400 名を超す来場者！

医療法人社団�福光会

福田眼科病院

弁護士 岩城和代・弁護士 岩城 渉
ＴＥＬ：０９２−７１３−１３８５

TEL（０９２）８４１－２３４５
福岡市早良区藤崎１丁目２４－１

福岡市中央区赤坂１−13−28−301
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夜須高原の秋・・・・・・
10月13日（土）
、第二野の花学園では少し冷たい高原の爽やか
な秋の風を感じながら、利用者の皆さんの人気行事「秋まつり」を
開催しました。レクリエーションでは秋の味覚にちなんで、芋探し
ゲームと栗拾いゲームが行われ「芋あった！」
「勝ったよ！」など
の大きな歓声が上がっていました。
午後からはお待ちかねのおやつの時間です。綿菓子とポップコー
ンが準備され、職員も慣れない作業に奮闘しながら作り上げました。
食欲だけではなく芸術の秋！ここは一番自慢のカラオケに、やんや
の喝采と歌声が三箇山の嶺々に響きました。

（第二野の花学園 江藤 理恵）

まどか・ゆいぱる

お芋はどこだー！？

綿菓子！！大好き！！
Fooo ！！

昆虫太極拳！

秋風が涼しい中、10月19日（金）にまどか・
ゆいぱる初となる秋祭りを開催しました。10月
ということでハロウィンをモチーフとした会場を
皆で作り上げました。
当日、開会式では雨が降りましたが、すぐに止
み無事にお祭りを続けることが出来ました。イ
ベントでは「ピエロのピーちゃん」を招いて本格
ようこそピエロのピーちゃん！！
的なマジックショーを楽しみ、アートバルーンを ハロウィンの飾り付けをしました♪
利用者さん全員で作りました。ラストでは、秋晴れの中「昆虫太極拳」を賑やかに踊り、恒例の「ありがとう」
踊りで楽しくお祭りを締め括りました。
（大野城市障がい者支援センター 渡辺 ゆかり）

雲仙に一泊旅行

『気分はサイコー❢』

グループホームフラワーでは、10月13日（土）から14日（日）
にかけて、雲仙一泊旅行を楽しみました。ロープウェイからの仁
田峠の景色、島原・天草の海ではイルカが私たちに寄り添うよう
に泳いでくるので皆さん感動し、「お～い」とか「がんばれー」の
掛け声が飛び出て『自然の恵み』に元気をいただきました。
（野の花富楽和 酒見 直美）

迫力満点の猛獣に大興奮！
９月22日（土）に利用者皆さんで計
画を立て、福岡市動植物園に行きまし
た。動植物園までの行き方や昼食の予
約まで利用者さんが全て自分達で行い
ました。動植物園では、普段見ること
の出来ない植物や迫力満点の猛獣に大
興奮！たくさん歩き回った後は、ビュッ さあ！たくさん食べるぞ～～！！
強いトラも一息。ふぅ。。。
フ ェ で ラ ン チ！ カ レ ー に パ ス タ に デ
ザート・・・お腹いっぱい食べて、思い出に残る良いプチ日帰り旅行になりました！
（第三野の花学園 河原 理菜）
福 岡 に 住 む
あ な た の 安 心

珍しい植物！パシャリ！

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
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で す。

～就労継続支援 Ｂ型 事業とは～
年齢や体力などの面で雇用契約を結んで働くことが困難な方が、軽作業などの就労訓
練を行うことができる福祉サービスです。作業の対価である工賃をもらいながら、自分
のペースで働くことができます。
利用対象者は？（いずれかが該当していれば可）
①就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業での就労が困難となった方
②50歳に達している方
③障害基礎年金1級を受給している方
④就労移行支援事業者などによるアセスメント（一般企業で働くことが可能か客観
的な評価）で、就労面の課題が把握されている方
就労継続支援B型は、特別支援学校などの卒業後にそのまま利用することはできません。一旦、
就労経験を経るか、就労移行支援事業所を利用した際に、働くことに関する課題などのアセスメ
ントが行われていなければなりません。まずはお住まいの市区町村の障害福祉窓口で相談して
みましょう。
また、障害者手帳がなくても、B型事業所を利用できることがあります。医師の診断や定期的な通
院があれば、自治体の判断によって利用が可能な場合がありますので、こちらも市区町村の窓
口に問い合わせてみてください。

事業所選びのポイント！
①作業内容が自分に合っているか
事業所によって作業は様々ですので、実際に見学に行ったり、体験をすると良いと思います。
②自分のライフスタイルに合わせて
長時間の就労が困難であったり、定期的な受診等で休みが必要なことがある方等は、無理
のない範囲で勤務日数・時間を事業所へ相談してみましょう。
③事業所の雰囲気はどうか
事業所内の雰囲気も自分のモチベーションを保ったり、ストレスを感じない雰囲気であること
も継続した利用をする大切なポイントです。

就労系事業との違い

雇用契約
利用料金
賃金

就労移行支援

就労継続支援A型

就労継続支援B型

なし

あり

なし

年収によって
利用料あり

福岡県月額
平均収入
対象者
利用期限

原則
18歳～65歳未満

給料が支払われる
利用料が発生する
場合もあり

工賃が支給される
利用料が発生する
場合もあり

平均７１，９２４円
（平成28年度）

平均１３，３４５円
（平成28年度）

原則
18歳～65歳未満

原則
18歳以上～

2年（延長あり）

定めなし

定めなし

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

病院給食をより美味しく、より効率的に。

九州事業部

株式会社

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-1-1

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

TEL（092）474-7105㈹ FAX（092）471-7515
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就労継続支援B型事業所のご案内
（社会福祉法人野の花学園）
施設名／所在地

定員

第一野の花学園
福岡市西区今津4820－1
（092）806-2059

24名

第二野の花学園
朝倉郡筑前町三箇山1147－2
（0946）42-4131

20名

第三野の花学園
大野城市下大利3－9－1
（092）573-9987

第五野の花学園
パンの花
筑前町長者原字小牟田445－1
（092）573-9987

25名

10名

42名

福岡市立なのみ学園
福岡市南区清水1－13－19
（092）511-1128

42名

ちくぜん野の花
筑前町東小田3539－1
（0946）42-5701

大野城市障がい者
支援センター
大野城市上大利5－18－8
（092）583-5560

・花苗の育苗、野菜作り
・公園花壇管理等
10,042円／月
商品：焼酎（芋）、切り干し大根、花苗など
・公園管理、内職作業
・菓子、漬物、野菜作り等
9,400円／月
商品：野菜、梅干、らっきょ漬けなど
・軽作業（ボルトカバー、パッキン作業など）
・施設外就労先：㈱西日本印刷（紙袋作業）
5,358円／月

福岡市立ふよう学園
福岡市東区松島3－15－1
（092）611-0122

作業内容／平均工賃（平成29年度実績）

10名

10名

・野菜販売
・パン製造、販売
9,400円／月
商品：野菜、果物、パンなど
・クリーニング作業
・簡易作業

・窯業作業

20,542円／月
商品：干支、陶芸品など
・菓子製造、販売 ・カゴ洗浄 ・簡易作業
・施設外就労先：㈱西日本パブリック（カフェ）
16,923円／月
商品：クッキー
・簡易作業（ギフト製作、紙袋ひもつけ作業など）
・施設外就労先：公園清掃、自動車部品組立）
4,313円／月

・軽作業（分別、ねじ、海苔）
・手芸
15,768円／月
商品：革製品

見学、相談は随時受付けています。お気軽にご連絡下さい。
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

福岡県火災共済協同組合

株式
会社

～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～

東 部 産 業

福岡県福岡市博多区吉塚本町 9-15-8F
TEL：092-622-8071

〒812‐0063 福岡市東区原田1丁目1番21号

URL：www.fkyosai.com/
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ＴＥＬ 092‐611‐5815

2019年

まどか・ゆいぱるカレンダーいよいよ発売！

まどか・ゆいぱるでは、今年も恒例のカレンダー
販売を行います。
毎月行われる絵画の時間に描いた絵はもちろん、
利用者さんのオリジナルの詩も掲載されます。絵
のサイズや文字のバランス等、一つ一つ丁寧にデ
ザインし、現在も利用者の方と制作に励んでいま
す。
完成までお楽しみに！
☎092-583-5560
 （大野城市障がい者支援センター 佐藤 理奈）

《Ａ３サイズ》
1,000 円

《卓上サイズ》
700 円（ケース有り）
500 円（ケース無し）

《縦長サイズ》
1,000 円

初めての筥﨑宮放生会大祭にワクワクドキドキ！
ちくぜん野の花では９月14日（金）・18日（火）の二日間、
筥﨑宮放生会大祭に行きました。利用者さんのほとんどが初め
て行く方ばかりで出店の多さに大興奮！
チーズハットクが一番の人気でチーズをなが～く伸ばし、笑
顔いっぱい！お腹いっぱい！ またこれからの就職を願って参
拝もしました。皆さん真剣に心のこもったお願いをしましたの
で、きっと良い仕事に就くことができると思います。
（ちくぜん野の花 矢田 真麻） 出店いっぱい！何食べようかな～☆

どこまで伸びるかな♪

メダルラッシュの障がい者スポーツ大会！
９月24日（月・祝）福岡市障がい者スポーツ大会がありま
した。不安定な天候で開催が心配でしたが、皆さんの熱い思
いが届き、無事開催されました。
なのみ学園からは31名の利用者の方が陸上、フライング
ディスク、レクリエーションに分かれて参加しました。陸上、
フライングディスクでは、皆さん一生懸命頑張ってあり、去
年悔しい思いをした方は「今年は絶対メダルをとる！」と張
り切っていました。レクリエーションでは玉入れ、ボール転
がしなど楽しい種目があり、引率した職員も一緒になり盛り
上がりました。今年も笑顔あふれる一日となりました！！
（なのみ学園 市川 ゆきみ）

なのみ、ガンバレー (*^-^*)

みんなでまったり♪

メダル、やったー！！

SaturdayStudy（サタデイスタデイー）

五灯館大学校では天神という立地を活かし、体験型の授業を
多く行っています。その一つが「あいれふでの料理体験」です。
「ただ、楽しく作る」だけではありません。食品表示の見方、電
卓での計算、就職後にも役立つ手順書作成等々、「楽しい料理体
験＋自立のための勉強」に取り組んでいます。包丁初体験で刃
が逆さに向いていたり、水の分量を間違えたりとハプニングは
ありましたが、先に繋がる体験を終えた利用者さんの顔は自信
に満ち溢れていました。五灯館大学校では、今後も「社会に出
るまでにもっと色んなことにチャレンジしてみたい。」を応援し
ます。
（五灯館大学校 瀬戸 淳司）

一級 建築士事務所

シ ー サ イ ド 病 院
記

念

病

S.A.

一級建築士

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

添

スペシャル TOMOSHIBI カレー♪

株式会社

医療法人 永 寿 会

川

♡スパイス注入♡

設備設計一級建築士
CASBEE 建築評価員

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

建築 + 環境デザイン
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Scheme
of
Architectonology

野の花学園の発展を願う・・・
野の花学園グループホーム保護者会様（会長
村田 芳春 様）より多額の寄付金をいただきま
した。昭和51年４月から続いた保護者会活動を平
成30年10月を以て発展的に解散されたのを機会
に、野の花学園へ寄贈されたものです。野の花学
園の基本理念である「一人ひとりの豊かな生活の
場を求めて」の実現のため、大切に使わせていた
だきます。ありがとうございました。

（第一野の花学園 福澤 奈々）

利用者の為に有効に！

―感謝―

遊んで食べて佐賀、長崎を満喫！！
10月19日（金）～ 20日（土）の１泊２日で、
「ふよう学園さわや
か旅行」を実施しました。利用者さんと職員総勢70人で佐賀県と長
崎県へ行きました。この日のためにコツコツと工賃を貯めて参加さ
れる方も多く、利用者さんが１年で一番楽しみにされる一大イベン
トとなっています。
１日目はバルーンミュージアムでいろいろな体験をした後、待ち
に待った夜の宴会では、カラオケなどで盛り上がり、最後はみんな
で「YOUNG MAN（Y.M.C.A.）を歌い踊り、歓声と笑顔が溢れま
した。
２日目は水族館「海きらら」を見学後、遊覧船に乗り風と波に揺
られてリラックスしながら美しい九十九島を間近で感じました。事
故や怪我なく無事に笑顔で旅行を終えることができました。さあ、
来年はどこに行くのかな～♪
（ふよう学園 御床 治秀）

五灯館大学校

ヨ―ソロー順風満帆！

気球、デッカイな～♪

平成 31 年度入試説明会

平成30年５月に開校した五灯館大学校では、現在【基礎課程７名・専門課程29名の方】が自立や就職に向け
て日々学んでいます。特別支援学校の生徒さんや先生、その他の体験実習・見学の受け入れも随時行っており、
基礎課程を体験した方には、学校形式の実践授業に良い評価をいただきました 専門課程では、様々な実習を
通して自分に合った職場を見つけ、続々と就職に繋がっています♪また、来年度入学希望者に向けた説明見学
会を11月28日（水）10時から開催します。入学願書のダウンロードは野の花学園のＨＰにて可能です。お気
軽にお問い合わせください♪
（☎０９２－７０７－０１５４）
（五灯館大学校 砂原 光）

●苦情受付状況
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。

・岩城 和代 様
・梶山 孟浩 様
・藤原 英文 様
・上大利区 様

・大野城市身体障がい者福祉協会 様
・大野城市手をつなぐ育成会 様
・野の花学園グループホーム保護者会

様

●編集後記
今年の夏は例年になく暑い日が続きましたが、ようやく涼しくなり、過ごしやすい季節となりまし
た。野の花だよりも 2018 年最後の発行となりますが、今年は西日本豪雨や北海道地震など、天災に見舞われた
ことが強く印象に残ります。物流がストップしたり、停電したりするニュースを目にする度に、普段の生活がいか
に便利なのか実感します。私も他人事ではなく、日頃から災害に備えたいと感じた１年となりました。今年もご愛
読ありがとうございました。
（イーライフサポート 讃井 智美）
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