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野の花だより

福岡市立ふよう学園に異動となり、１年が経とうとしています。異動前の大野城市
障がい者支援センターまどか・ゆいぱるとは、事業内容も変わり、生活支援中心の事
業から作業中心の事業になりました。また、地域性が変わったことでの戸惑いもあり
ましたが、利用者、保護者の皆様、関係機関の方々との関りを通して、慣れ親しむこ
とができたように思います。ただ、共通していえる課題は、やはり重度・高齢化を感
じています。年度末には、利用者ニーズに合わせた作業体制や活動内容の検討等を行
いますが、ソフト面だけでは対応できない、ハード面の改善が急務となっています。
ふよう学園では、今年度に福岡市との協議を経て、設備面の改修工事が行われ、若
干の環境改善がはかられることになりました。今後も利用者・保護者の皆様のニーズ
に合った事業展開に力を注いでいきたいと思っています。
最後に、毎年、皆様にご愛顧いただいている干支の置物（今年は「亥」）
、来年は「子」年になりますが、既
に準備に取り掛かっています。その姿を皆様にお披露目できる日を楽しみにしています。
（福岡市立ふよう学園 支援課長 市川 康則）

本年４月から次の事業を開始します
児童発達支援センター

障害者就業・生活支援センターちくし

志

摩

日

々

菜

々

対象：就学前の児童
事業開始：平成31年４月１日
場所：福岡市西区今津734-1
注意：工事の都合で４月〜７月
は第一野の花学園、８月
から上記場所で行います。
お問い合せ：092-806-2059
（第一野の花学園内児童発達支援センター担当）

対象：春日市、大野城市、
太宰府市、筑紫野市、
那珂川市在住の方
事業開始：平成31年４月１日
場所：春日市春日公園
5-16-1-1
お問い合せ：092-592-7789

事業開始：平成31年４月１日
事業：就労継続支援B型事業
定員20名
場所：糸島市志摩西貝塚239
お問い合せ：092-332-8832

キャリアサポート天神
事業開始：平成31年４月１日
事業：就労移行支援
定員10名
場所：福岡市中央区大名2-9-30
注意：改修工事の都合で開設が
遅れることがあります。
お問い合せ：092-717-9987
（キャリアサポート福岡内）

着々と進む第一野の花学園建て替え工事
長年利用者の活動の場として、また保護者の皆様や地域の方々の集う場所として親しまれてきたふれあいホールの
解体が完了しました。解体工事を眺めながらちょっぴり寂しさや不安そうだった利用者も、次第に新しい建物を楽し
みにしている声が増えてきました。なかなか近くで見ることの出来ない重機を窓越しに眺めることが、利用者の新た
な楽しみの一つとなっています。
工事期間は事務所や支援員室が移転しておりますので、来場者の皆様にはご迷惑とご不便をお掛けしますが、案内
表示にご注意下さい。。
（第一野の花学園 福澤 奈々）

ふれあいホール解体完了

何ができるのかな～♪

岩城法律事務所

がんばれー重機・・・！

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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保護者会から一言！
一年でいちばん寒さの厳しい時期、春の便りが待ち遠しいですね。中崎です。
なのみ学園ほほえみ会の会長をさせていただいて２年があっという間に過ぎようとしていま
す。
これからも今までと変わらず職員さんとほほえみ会で「感謝の気持ちと思いやり」の気持ちで
協力し合っていきたいと思います。
どうぞ一年が健やかな年でありますように。
（なのみ学園 保護者会長 中崎 由紀）

マッチョ鬼！福の神！
第二野の花学園では２月１日（金）に節分の豆まきが行われました。
今年は猪年ですね。第二野の花学園には年女・年男が９名でした！節
分にちなんだレクリエーションも行われ利用者さんのたくさんの笑顔
を見ることができました（^^）
そして今年はマッチョ鬼と福の神が登場！！マッチョ鬼から逃げて
きた福の神を皆で守ります！！ ( ｀―´)ノマッチョ鬼に「鬼はそと！
福はうち！」とみなさんに幸福が訪れますようにと願いながら声を合
わせて豆をまきました。無事に鬼を退治し、福の神と第二野の花学園
の平和は守られました。
（第二野の花学園 石尾 千穂）

かわいい福を守れ！！

今年の鬼はムキムキマッチョ！？

年男を代表して・・・
（48 歳／男性）

ふよう学園 陶器市開催！
ふよう学園では３月16日（土）10時30分～ 14時、学園内
で陶器市を開催します。学園で作った陶器の販売や利用者の方
のろくろ実演、干支置物や招き猫の絵付け体験（550円～ 700
円）などをおこないます。
平成最後の在庫整理品セールやセット価格のお得な商品もあ
りますので、是非足をお運びください（ふよう学園内に駐車場
有り）。
尚、雨天荒天の場合、３月21日（木・祝）に延期となります。
お問い合せ：ふよう学園（TEL092-611-0122）

（ふよう学園 西川 愛実）

絵付け体験ができるって！

新作品、掘り出し品！

わたしを買って・・・

なのみ学園～書き初めで気持ちも新たに～
１月19日（土）に新年会・成人の祝いの式が開催されました。今年成人された方は、就労移行、自立訓練に励む６
名の方です。保護者の方もお招きし、皆さんでお祝いをしました。この日の為に用意したお手紙を、成人者から発表
しました。緊張の中、皆さん立派に感謝の気持ちを伝えることが出来ました（保護者さんウルウル）。施設長からは
皆さんが生まれた年のお話もあり、平成を振り返りながらの素敵な式になりました。午後からは新年の催し物！今年
も「書き初め」や「かるた」「ぜんざい作り」などで楽しみました。
（なのみ学園 大久保 絵梨）

大かるた大会♪

手作りぜんざいうま～い！

う～ん、いいねー！

福 岡 に 住 む
あ な た の 安 心

憧れの成人式♬

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。

生活介護事業とは
自立の促進
身体機能の
維持向上

生活の改善

を目的として、様々なサービスを提供しています。
具体的には・・・

★入浴・排泄・食事等の介護
★調理・洗濯・掃除等の家事
★生活等に関する相談・助言
★身体機能や生活能力の向上のために必要な援助
★創作的活動・生産活動の機会の提供
など
対象者は・・・
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な次の方です。
(1) 障害支援区分が区分 3 以上
(2) 年齢が 50 歳以上の場合は、障害支援区分が区分 2 以上
(3)指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成手続きを経た上で、市区町村
が利用の組み合わせの必要性を認めた方
(1) ～ (3) のいずれかに該当される場合、利用をすることが出来ます。
施設入所者でなくても、在宅で通所することで利用ができます。
次の施設で行っています。お気軽にお問合せ下さい。

第一野の花学園
定員 60 名（TEL）092–806–2059
第二野の花学園
定員 65 名（TEL）0946–42–4131
大野城市障がい者支援センターまどか・ゆいぱる
定員 20 名（TEL）092–583–5560
（大野城市民限定）
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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第一野の花学園サークル活動
『野の花太鼓』
利用者 3 名と職員で構成する和太鼓サークルです。野の花学園の行事や地域の行事に出演し、
練習の成果を披露しています。
練習は夕方から約 1 時間、メンバー全員揃うことが難しい中、先輩職員が中心となって 1
曲 1 曲完奏できるよう一生懸命練習しています。

『ダンシング・ファイター』
野の花まつりでの発表を一番の目標とし、様々な行事に出演しています。活動を通して心
身の健康を図り、利用者同士の協調性を育むと同時に、目的を遂行した時の達成感・喜びを
感じられるよう行っています。月に 2 回、外部の先生に来ていただき練習に取り組んでいます。

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/

−4−

ＴＥＬ 092‐611‐5815

一縫いの出逢い・・・
まどか・ゆいぱるでは、
三年前からレザークラフト制作に取り組んで
います。
職員、
利用者も最初はまっすぐに縫う事すら難しく、
苦戦しまし
たが最近はなんとか形になってきました。
レザー製品を販売する機会も増え、
いろんな即売会に出品するように
引っ張るぞ～！！
なりました。
大野城市こころのふるさと館
「ここふるショップ」
では、
常
設販売しており、
おかげ様で口こみでリピーターも少しずつ増えています。
レザー製品は、
６色の革と、
１２色の糸の中から、
お好みの物を選びオーダーメードする事が出
来、
あなただけのオリジナル製品を作る事が出来ます！
一つ一つの作品に心を込め縫っています。
ぜひ一度、
製品を手にとってご覧ください。

（まどか・ゆいぱる 小西 朱鳥）

お！！いい感じ～♪♪

キーホルダー 600 円～！！

らいおん果実園でイチゴ狩り♪
ちくぜん野の花では１月19日（土）に筑前町にある「らいおん
果実園」へ行きイチゴ狩りに参加しました。利用者さん全員が初
めてで、行く日が決まった日からの会話は何個食べよう・何種類
あるのかなと話題はイチゴ狩りの事でもちっきり！！
５種類以上あるイチゴを食べ比べては、「こっちは」「あっちは」
「あま～い」「すっぱー」と情報交換しながら交流を深める時間に
もなり、充実した一日になりました。
（ちくぜん野の花 矢田 真麻）

イチゴで～す★

はい！ニッコリ笑顔☆

『就労定着支援事業』始めました
キャリアサポート福岡（五灯館大学校専門課程本校）では、平成30年12
月から「就労定着支援」サービスを開始しました。就労移行支援・就労継
続支援Ａ型・就労継続支援Ｂ型・自立訓練・生活介護の利用を経て一般就
労し、６ヶ月を経過した方を対象に、定期的な面談や会社訪問を通して長
く就労できるための支援を行います。（最大３年間）生活リズムや仕事上の
悩みが安心に変わるよう、全力でサポートします♪お気軽にお問合せくだ
さい。（☎092－717－9987）４月から天神に２ヶ所目となる就労移行支
援事業所『キャリアサポート天神』開設予定です。続報をお楽しみに。

（キャリアサポート福岡 砂原 光）

悩みが笑顔に！

五灯館大学校・キャリアワーク立花 日帰り旅行
１月26日（土）にキャリアワーク立花と五灯館大学校と共同で
唐津へ「日帰り旅行」に出かけました。朝からワクワクドキドキ！
とってもにぎやかな旅へスタートしました。昼食はＴＶで有名な元
気の良い社長さんのいる「愛しとーと」でコラーゲンバイキングを
食べました。皆お肌プルプルに～なったかな？（笑）。唐津城では
長い石段を上り、お化粧直しをした天守閣に到着。松浦潟の全景を
一望しました。少し風は強かったけどきれいな海に大感激。
帰りに寄ったおさかな村でお土産を購入、家族の顔を思い浮かべ
ながらみんな真剣に選んでいました。一日の出来事がご家族の話題
になれば嬉しいです。
（キャリアワーク立花 清水 順子）

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

「愛しとーと！」で
ハイポーズ♪

株式会社

医療法人 永 寿 会

川

松浦潟の全景をカメラに！…

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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お土産どれにしようかな？
喜んでもらえるかな？

Scheme
of
Architectonology

就労移行ガイダンスを開催しました！
２月23日（土）福岡ビルにて、就労移行支援事業を行
う５つの事業所で「就職準備と就職活動のサポートセミ
ナー」を開催しました。特別支援学校の方やご家族、関
係機関の方も含め、多くの方々のご参加がありました！
就労移行支援とは？というガイダンスから始まり、各
事業所の事例紹介、活動紹介などを行いました。参加者
の皆様とブースで直接お話することもでき、充実した時
間となりました。
（なのみ学園 大塚 南実）

各施設の活動紹介

熱心な参加者

事例発表に大きな拍手！

「味彩よひら」で成人のお祝い！
１月11日（金）福岡市西区にある「味彩よひら」
にて、保護者会主催の「新年と成人を祝う会」が行
われました。服装は正装で、食事マナー等のお勉強
を兼ねての行事です。今年は４人の方が新成人とな
られ、キャリアワーク立花より記念品を渡しました。
その後、全員がそれぞれの新年の目標を発表し暖か
い拍手を受けました。
（キャリアワーク立花 清水 順子）

祝！新成人

豪華なランチ♪

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社様より寄付
『あいおいニッセイ同和損害保険株式会社』様より、
多額のご寄付をいただきました。地域を応援する活
動の一環として、社員の皆様から寄せられた善意で
す。１月21日（月）に福岡第二支社長 佐伯 健一
様が当法人を訪れ、野の花学園常務理事 喜久 正
和より感謝状をお渡ししました。
寄付金は、障がい者支援のために有効に活用させ
ていただきます。

（第三野の花学園 施設長 宮地 博司） 福岡第二支社長

佐伯 健一様（右）から

●苦情受付状況

寄付御礼

１月１日～２月 28 日
実績０件

・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

感謝状

※あたたかいご支援に感謝申し上げます。

・ミニストップ株式会社

春日大和町店

様

様 ・第一野の花学園保護者会 様

●編集後記
ぽかぽかとした暖かな日差しを浴びながら、色とりどりの野の花の新芽が風に揺れています。今年
度も広報誌を通じて野の花学園の各事業所の活動をお届けしました。4 月からはさらに新事業を展開し、利用者さ
んのよりよい生活を支援してまいります。今年度もご愛読いただき、ありがとうございました。

（キャリアサポート福岡 砂原 光）
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