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新年あけましておめでとうございます。
新年あけましておめでとうございます。
平成最後の新年を穏やかに健やかにお迎えのこととお喜び申し上げます。
新しい元号は、きっと希望に満ちた明るいものになることでしょう。
このような年に野の花学園は、創立から 60 年を迎えることになります。
世の中は、スマホ、インターネット、ＡＩなど更に便利にスピードアップされますが、
私どもは時代に流されることなく、人と人、心と心を紡ぎながら「ゆっくりゆっくり」
を心がけ、基本理念である「利用者ひとり一人の豊かな生活」を追い求めたいと思っ
ています。
新年が皆様にとって幸多き年となりますよう心から祈念いたします。
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本年もよろしくお願いいたします。
本年もよろしくお願いいたします。

野の花チャリティーゴルフ大会開催！

11 月 14 日（水）に小郡カンツリー倶楽部にて後援会（会長 林 宗一）
主催のチャリティーゴルフ大会が開催されました。
当日は好天にも恵まれ、42 組 159 名の参加者の皆さんとともに、楽しくも
レベルの高い闘いが繰り広げられ、実に有意義な一日となりました。大会終了
後の表彰式で林 宗一後援会会長から 229,000 円のチャリティー募金が「社
会福祉法人 野の花学園」に贈呈されました。野の花学園の利用者の為に有意
義に使わせていただきたいと思います。

（第５回野の花チャリティーゴルフ大会 実行委員長 宮地 博司）

林

宗一後援会会長より贈呈

岩城法律事務所

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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今年も行ってきました！なのみ学園一泊旅行 in 熊本♪
11月９日
（金）
～10日
（土）
に一泊二日の旅行を実施しました。
今回の行き先は熊本！裏テーマは復興支援でした♪
一日目は、熊本郷土料理の馬刺し＆馬肉御膳に舌鼓し、その後は修繕中の熊本城も見に行きました。ミルク牧場で
はアイス作り体験をして、濃厚な生クリームと牛乳で出来たアイスは絶品でした！また、夜はなのみ学園恒例の大宴
会！マジックや息の合ったダンスなど、各班気合いが入った出し物でしたね～！温泉にも入り、男子会、女子会も各
部屋で行われたとか！？とにかく、最高の夜になりました♪
二日目はお土産を買ったり、猿まわしを見に行ったりと、またまた楽しい一日となりました。最後のランチは大き
くて豪華なエビフライで、食い倒れツアーのようでした(*^-^*)また来年もお楽しみに～！
（なのみ学園 大久保 絵梨）

頑張れ！熊本城！

女子会～★

息の合ったダンス♬

豪華ランチ～！

新作パンと新鮮野菜が山盛り・・・！
焼きたてパンと新鮮野菜の第五野の花『パンの花』です。パンコー
ナーでは５月は鯉のぼりパン、夏はスイカメロンパンや甘夏とレモン
のパン、10月はジャックオーランタン、11月はダブルフロマージュ
…これからも美味しいパンを続々と発表予定です。
野菜コーナーでは夏から朝倉長淵産植田農園のオクラと小松菜、基
山田園公房の大粒ブルーベリー、杷木志波産日輝園の巨峰、秋には杷
木志波産小江農園の柿等。安心安全で美味しい野菜や果物を生産者か
ら直接店頭販売中です。
水曜日の店休日を利用して、６月には藤井養蜂場に見学に行きまし
た。今ちょっとした見学ブームで次はどこに行こうか？ワクワク検討
中です。みなさまのご来店を利用者スタッフ一同お待ちしております。

（第五野の花学園 パンの花 髙本 祐子）

トローリ、蜂みつ！

次の新作は・・・（？）

新鮮が売り！

心を込めた作品作り♪
放課後等デイサービス野の花 姪浜では、活動の一環でアクア
ビーズや、シリコン粘土で作品作りを行っています。ただ作るだけ
ではなく、自分たちが作ったものを披露する場があるとより制作意
欲に繋がると思い、今回初めて野の花まつりでの販売を行いました。
当日はたくさんのお客様に購入して頂き、みんな笑顔で接客をする
ことができました。今の目標は、作品の売り上げでピザパーティー
をすることです！！！
（第七野の花学園 川﨑 あやか）

見本を見ながら丁寧に・・・
可愛い～い！！

～地域共生の社会目指す～松島校区ふれあい福祉文化祭
福岡市東区の松島小学校体育館で12月２日（日）、「第９回
松島校区ふれあい福祉文化祭」が開かれ、ふよう学園からも利
用者・職員約40人が参加しました。
共生社会の実現、校区の文化発展や人権尊重の推進を掲げて
開かれている文化祭で、ふよう学園も実行委員会の一員として
準備から関わっています。
当日は、ふよう学園の干支置物など陶器類の販売や干支置物
安いよ！安いよ～！
できばえ、バッチリ！！
絵付け体験を行ったほか、野の花学園関係施設からの新鮮野菜
やクッキーも販売し人気を博しました。また、株式会社富楽和の移動販売車も登場し、利用者も含め来場者の皆さん
は「ばりうまカレー」に行列でした。
（ふよう学園 御床 治秀）
福 岡 に 住 む
あ な た の 安 心

ふ く じ ゅ う

で す。

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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自立訓練（生活訓練）とは
生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な方に対して、
自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言、
その他必要な支援を行う事業です。 標準期間ヶ月

施

“自分のことは自分でする“
ことを目標としています。

設内訓練
新聞確認

あいさつ訓練

施

自己表現・傾聴

音読・群読

体力トレーニング

設外訓練

生活訓練

生産活動

清掃訓練

どんな仕事があるのか等を知るために
様々な場所に見学にも行っています。

乗車訓練

社会学習

買い物訓練

地域資源（図書館）の利用

生活能力の維持・向上を目的に、
一人ひとりに合った様々な支援を
行います。

施設外訓練では、より自立した日常生
活・社会生活を意識して、より実践的な
訓練を行います。
“一人で出来るようになる”
ことを大切にして、支援を提供します。

＜利用者について＞
知的障がい者、精神障がい者、難病患者等が対象となり、入所施設・病院を退所・退院した方、
特別支援学校を卒業した方、継続した通院により症状が安定している方等が利用しています。
働きながら利用されている方もいます。
野の花学園法人内では、特別支援学校を卒業した方の利用が最も多くなっています。

＜野の花学園で行う自立訓練事業所＞
・第一野の花学園
：福岡市西区今津
・福岡市立ふよう学園 ：福岡市東区松島
・福岡市立なのみ学園 ：福岡市南区清水
・キャリアワーク立花 ：福岡市東区和白丘

☎
☎
☎
☎

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。
株式会社

九州事業部

ホームラン・システムズ

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-1-1

〒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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救護施設

野の花

独りにはさせません

支援を必要としている人を確実に受けとめる

『真の福祉施設』としての役割を果たします
アルコール
依存症の人
重複障害の
ある人

精神障害の
ある人

病弱で居宅生活
が困難な人

知的障害の
ある人

路上生活の人

多重債務が
ある人

'9被害者の人

肢体不自由
の人

児童養護施設等を
出た人

≪救護施設とは？≫

１．生活保護制度にかかわる長い伝統と幅広い支援のノウハウを持つ施設です。
２．日常生活が困難な方の衣食等を満たす自立支援のための施設です。
３．利用者にとって最適な自己実現が図られるよう支援する施設です。
４．地域における福祉の拠点として生活困窮者支援のために取り組む施設です。

≪入所するための手続き≫

主に、福祉事務所や医療機関、相談支援事業所等から入所に関する依頼や相談を

受けています。施設見学・面談の上、入居を希望された場合には、事前に検診（血液
検査等）を受けていただきます。
※入所にあたっては、生活保護を受給していることが原則です。
【お問い合わせ先】
野の花富楽和 救護施設

野の花

住所：福岡市西区今津
電話：
)$;：
0DLO：IORZHU#QRQRKDQDRUMS
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
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URL：www.fkyosai.com/

秋、楽しいのオンパレード
放課後等デイサービス野の花 下大利では、子ども
達の自立を促すため、料理教室や季節にあった行事を
開催しています。料理教室では、買い物からはじまり、
作り方を学び、最後の片付けまでを習得できるように
支援しています。また、11月からは、運動教室リト
レを取り入れ、体幹強化や体力作りにも力を入れてい
ます。
（放課後等デイサービス野の花 下大利 平木 久視子） ルンルン♪お買い物

ハロウィンパーティ☆

リトレはじめました！

満開のコスモスに大感動！
11月になり寒い毎日が続いていますが、ちくぜん野の
花では寒さに負けず、10月30日（火）に一日外出で朝倉
市にあるキリンビール工場のコスモス畑に行ってきまし
た。
色とりどりのコスモスで利用者の皆さんの笑顔もたくさ
ん見られました。期間限定でお店もたくさん出ており、一
面に広がる満開のコスモスを見ながら頬張るたこ焼きやソ
フトクリームは格別の美味しさでした。


投げて！食べて！転がして！

千鳥饅頭総本補

花満開、笑顔満開！

（ちくぜん野の花

一級 建築士事務所

S.A.

真麻）

並んでくださーい

パンよ～・・・止まれ！

工場見学

キャリアサポート福岡は、平成30年10月で事業を開始して２年が経過し、
現在30名近くの方が利用されています。それぞれ“就職”という目的に向かっ
て、1人1人のペースで訓練や就職活動に励んでいます。
活動の一環として、株式会社 千鳥饅頭総本補に工場見学へ行きました。
工場内には香ばしい匂いが漂っており、焼きたての千鳥饅頭やチロリアンの
試食もさせていただきました。見学された方々も、実際の現場をみることで
仕事のイメージがつき選択肢の幅が広がったようです。
（キャリアサポート福岡 大本 梓織）
株式会社

矢田

翔んでふれあって2018

大野城市の毎年恒例行事である「大野城市障がい者大運
動会（翔んでふれあって2018）」にまどか・ゆいぱるが参
加しました。玉入れやパン食い競争、大玉ころがし等の12
競技が行なわれ、参加した選手は、皆さん楽しく元気よく
競技に取り組んでいました。パン食い競争は逃げるパンに
大苦戦でした。
運動会終了後にはお楽しみ抽選会があり、まどか・ゆい
ぱるの参加者からも当選者がたくさん出ました。参加した
選手・支援者・運営スタッフ皆さんの笑顔と笑い声に包ま
れた大・大・大運動会でした。

（まどか・ゆいぱる 東嵩西 謡平）

株式会社

飲みすぎ注意！

Scheme
of
Architectonology

一級建築士

♫チロ〜リアン♪

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

設備設計一級建築士
CASBEE 建築評価員

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

建築 + 環境デザイン
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秋のお楽しみ！！第九回

野の花学園秋の収穫祭♪

第二野の花学園では“第九回 野の花学園秋の収穫祭”を10月27日（土）に学園内で開催しました。前日の雨で、昨
年に続き今年も屋内での開催になるのかと心配しましたが、天候にも恵まれ、筑前町の田頭 喜久己町長をはじめご
来賓の皆様、保護者の皆様等およそ１５０名の参加者でした。第二野の花学園の野菜はもちろん、近隣農家の方の生
産品も販売され、大いに賑わいました。利用者の皆さんも、たい焼きやジュースを手にして笑顔いっぱいでした。

（第二野の花学園 内田 由子）

今日も仲良し (*’▽’) ！

平成 31 年度

秋の味覚をゲットー！！

穏やかな午後・・・★

内定式

平成30年12月７日（金）、本格的な冬の訪れを感じさせる冷たい風が吹き付ける中、福岡市西区今津の野の花
富楽和で平成31年度入職予定者41名の内定式が行われました。
福田量理事長のあたたかい歓迎の挨拶に始まり、これから野の花学園職員となる方々の個性溢れる自己紹介で
会場全体が和気あいあいとした雰囲気につつまれました。昼食会では施設長や先輩職員との親睦を深め合い、式
の最後には一致団結して「利用者支援に頑張るゾー！」コールで気勢を上げ新人の意気込みを示しました。

（法人本部 隠塚 祐樹）

福田理事長

歓迎あいさつ

トンカツカレー、おかわりー！

●苦情受付状況

寄付御礼

11 月１日～ 12 月 31 日
実績０件

・東福岡高校 様
・株式会社ハヤマ

頑張るぞー！！

将来の施設長は俺だ？

※あたたかいご支援に感謝申し上げます。
様

・株式会社穴吹ハウジングサービス
・野の花学園後援会 様

旧年中は大変お世話になりました。本年もよろしくお願い申し上げます。
・法人本部

・福岡市立ふよう学園

・第一野の花学園 ・福岡市立なのみ学園

・キャリアサポート福岡

様

職員一同

・ヘルパーステーション野の花

・五灯館大学校 基礎課程本校 ・福岡市西区第二障がい者基幹相談支援センター

・第二野の花学園 ・大野城市障がい者支援センター ・五灯館大学校 専門課程本校 ・ライフサポートセンター野の花東
・第三野の花学園 ・野の花学園キャリアワーク立花 ・障害者就業・生活支援センター野の花 ・ユニバーサルカフェ
・第五野の花学園 ・ちくぜん野の花

・障害者就業・生活支援センターちくぜん

・第六野の花学園 ・野の花富楽和

・放課後等デイサービス野の花 今津

・第七野の花学園 ・志摩日々菜々

・放課後等デイサービス野の花 下大利

●編集後記
あけましておめでとうございます。今年は十二支では最後の亥（いのしし）の年ですね。猪の肉は
不思議なことに万病を予防すると言われているようです。このことから、無病息災の象徴とされ「勇気と無病息災」
の意味があるとの事です。今年もみなさまが健やかで幸せな一年を過ごされますよう、職員一同心よりお祈り申し
上げます。今年で「野の花だより」も５年目を迎える事となります。皆様により良い記事を読んでいただけるよう、
さらに努めていきたいと思います。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
（野の花富楽和 酒見 直美）
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