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　令和という新しい時代になり５か月が経過しますが、新元号「令和」には、明日へ
の希望とともに、大きな花を咲かせることができる日本でありたいとの願いが込めら
れています。
　年々増える社会保障費、少子高齢・人口減少社会といった2040年問題に伴う社会
構造の変化、多様化・複雑化する福祉ニーズへの対応など、社会福祉法人を取り巻く
環境は大きく変化しています。国においては、社会福祉法人の連携・協働化、あるい
は法人合併による大規模化の取り組みを推進し、社会福祉法人の事業展開に関する議
論が活発に展開されています。こうした経営環境の変化を捉え、社会福祉法人野の花
学園の進むべき道を今改めて模索する時期にあり、事務部門では、各施設との事務統

合を進めています。
　2019年、本法人は創立60年を迎えました。保護者・地域の皆様をはじめ、多くの方々に支えられてきたこ
とへの感謝を忘れず、「野の花を選んで良かった！」「野の花に任せて良かった！」と思っていただける社会福
祉法人を目指したいと思っています。
� （法人本部　事務課長　溝口　朗）

ヤッター！ストライク！！

キレイに咲いてねー！

願いごと多すぎーー

１日おつかれさま！

　第二野の花学園では７月８日にふれあいホールで七夕会が
行われました。ボウリングのピンに七夕をモチーフにした絵
を貼り付け、絵ごとに点数が異なるルールです。皆さん、ピ
ンに向かって力いっぱいボールを投げては、大歓声でした。
終わった後は皆で作った飾りや自分で書いた短冊を笹に飾り
付けをしました。最後に願いが叶いますように、と思いを込
めて『たなばたさま』を歌いました(*^▽^*)
� （第二野の花学園　石尾　千穂）

願いよ届け！　七夕会☆

暑さに負けず！お花いっぱい

　第一野の花学園では就労支援課と、生活介護課
が力を合わせて、花の植え付け作業に取り組んで
います。2か月ごとに、公共施設や公園などへ出
向き、植え替えを行っています。今回も7月8月の
暑い中、かん水と除草など一番大切な時期ですの
で、力を合わせて頑張りました。福岡市のときめ
きウェブにも作業風景などの記事を掲載していま
～す。
� （第一野の花学園　塚本　真梨）
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 福岡市中央区天神2丁目4-15　プリオ天神ビル 
TEL 092-712-0245　FAX092-712-6342

福 岡 に 住 む

あ な た の 安 心 ふ く じ ゅ う で す。

福田量理事長＆林宗一会長 各施設長紹介

　令和元年７月18日（木）、令和になって初めての野の花学園後
援会総会（林　宗一会長）がホテルニューオータニ博多で開催さ
れました。総会には多数の後援会会員の方が参加され、新年度の
事業計画について全会一致で承認された後、後援会の林会長より
野の花学園へ寄贈する目録が福田理事長に贈られました。
　各施設長の紹介の際には、後援会の皆様よりひと際大きな、あ
たたかい拍手を頂戴しました。
� （法人本部　田中　義秋）

令和元年度 野の花学園後援会総会

清水ふれあいまつりに大賑わい！
　８月25日（日）第22回清水ふれあいまつりが開催されました。前
日から利用者の皆さんと職員で準備に大忙し！当日は「いらっしゃ
いませ～」と大きな声を張り上げ、沢山の生産品をお客様に買って
頂きました。なのみ学園の踊り隊も毎日練習を行い、メインステー
ジで踊りを披露！最後のポーズが決まり会場からは盛大な拍手！！
利用者の皆さんも職員も感無量…(*^_^*)毎年恒例のお楽しみ抽選会
では、豪華な協賛品を頂き盛大に盛り上がりました。
� （なのみ学園　松本　智美）

　ふよう学園では、年末年始にむけて、干支置物の製作で大忙しの毎日です。
来年は「子（ねずみ）」年です。癒しと笑顔をテーマに「わくわくと心が弾み、
より大きく成長する１年になりますように…」と願いを込めてつくっています。
　愛称は、ふよう学園の校区にある松島小学校の“年男、年女”にあたる５年
生から公募し、「子福（こふく）」に決定しました。松島小学校５年生の大野
悠
ゆ う

真
ま

さんありがとうございました。
　利用者の皆さんは粘土を型に流し成形する作業や、土台となる色塗り、パー
ツ等の絵付け、梱包など、ひとりひとりが役割を持って作業に取り組んでい
ます。１つ１つ心を込めて手作りした愛らしい表情の「子福」をぜひ手にとっ
てご覧ください。
　１個650円、２個セット（限定販売）1500円、令和元年10月１日予約受
付スタート、11月１日販売開始です。
お問い合わせ先　ふよう学園　電話：092-611-0122
� （ふよう学園　西川　愛実）

松島小学校 大野悠真さんの「子福（こふく）」に決定　10月1日予約受付開始！

スマイルクッキー
大繁盛！

踊り隊！
さあ、本番だ～！

丁寧に慎重に…
「子福」です。
よろしくー！

早く皆さんに会いた～い

不思議体験！！行ってきました福岡市科学館

コノハムシという虫がいます！
どれでしょう？

　第三野の花学園で８月３日に、福岡市科学館へ行きました（*^_^*）
色々な展示やショー、プラネタリウムを見て、まるで宇宙にいるか
のような不思議な体験でし
た♪期間限定の展示では、
コウモリや青いカエルなど、
滅多に見られない動物たち
に会い、みんな興味津々で
した！
（第三野の花学園
　　　　立石　早彩） ウワー、地球のはじまり 無重力体験！！

目が回る～ (＠ _＠ ;)

クイズ
福岡市科学館の期間限定の展示、「ぶっと
んでるいきもの展」からの出題です！！

正解はコチラ！
かくれんぼ名人！！
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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

病院給食をより美味しく、より効率的に。

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

〒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　
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9-15-8F 
TEL 092-622-8071 URL www.fkyosai.com/ 

株式
会社 東 部 産 業

〒812‐0063　福岡市東区原田1丁目1番21号　　ＴＥＬ　092‐611‐5815

建築・設計・施工／一級建築士事務所

利 用 者 募 集 中 ! ! 

− 4−



 建築 + 環境デザイン

 設備設計一級建築士

 CASBEE 建築評価員

 一級建築士

Scheme

Architectonology
of

株式会社

一級建築士事務所
S.A.

　福岡県うきは市吉井町清瀬４７７－４　　ＴＥＬ　０９４３－７５－２１５５

：本社営業部/福岡支店/久留米支店/日田支店/筑前支店/筑後支店

：福岡赤坂店/天神中央店/うきは店/久留米野伏間店/筑後店/八女店/みやま店

文 機 事 業 部

ドコモショップ

ホームレス支援活動報告
　野の花富楽和では月１回、路上生活者の支援の一環と
して冷泉公園での炊き出しへ参加しています。毎週50
名程度の方が集まっておられますが、みなさん、第五野
の花学園「パンの花」で作った塩バターパンが大好きで
す。「楽しみに待っとったばい」と気さくに声をかけて
くれます。暑い中、炊き出しの時間が皆さんの癒しの時
間となればと思いながらボランティアスタッフも笑顔で
取り組んでいます。� （野の花富楽和　新里　朋子） 大人気！塩バターパン ありがとうの言葉が

ウレシイー

ついに !　移動図書館「わくわく号」が現る！

　今年の４月から、大野城まどかぴあ図書館より、
約3000冊の本を乗せ「わくわく号」が、まどか・
ゆいぱるの駐車場へやってきた！大人向けや子供向
け、話題の新刊まで運んで来てくれます。月に２回
の巡回ですが、「今日はどんな本がくるのかな…何を
借りようかな!(^^)!」利用者さんはワクワク♡しなが
ら待っています！
� （大野城市障がい者支援センター　井之　小弥加） うわー！いっぱいだーあれも、これも面白そー！

キャリサポ天神、セルフケアシート (' ∀ ')b いいね！　　　　　　　　　　　　
　キャリアサポート天神では精神障害や発達障害の方を中心と
したプログラムを取り入れ活動しています。
　まずは自身の心と体の状態を知ることから始めています。意
外に自分の事を表現するのは難しいものです。朝礼ではその日
の心身の状態を報告していただきながら、自身で認識していく
作業を行っています。また、セルフケアシートを使って、自身
の体調が良い時から悪化した時までの、心と体の変化・周囲へ
配慮して欲しい事・ストレスの対処方法・生活面での変化を書
き出すことで、自身の心身の状態を知り、社会に出た時に周囲
の人へ配慮要求する力を養っています。
� （キャリアサポート天神　島村　晴子）

セルフケアシートで、
健康チェック！

みんなで朝礼
毎日の心身の状態を報告

防災体験、 今でしょう！
　ちくぜん野の花では、福岡市防災センターにて、
地震や強風、火災などを模擬体験してきました。震
度7の揺れを体験してみると、「揺れが強くて動く
ことができない！」と初めての強い揺れにびっく
り！消火訓練では、大きな声で「火事だー」と周り
に知らせて無事に消火することができました。災害
が起こった際に対応できるよう、備える必要性を改
めて実感し貴重な体験ができました。
� （ちくぜん野の花　坂田　知嘉子） 火事です！　緊張した～バーチャル消火訓練

放水ー！

利 用 者 募 集 中 ! ! 
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●編集後記　　暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。連日の猛暑や台風接近など、大変な夏でしたね。
みなさんはキャンプや海水浴など、夏は楽しめましたか？私は花火をして夏を満喫しました。これから秋を迎え、
だんだんと涼しくなり、各拠点でのイベントも目白押しです。野の花だよりでもイベントの様子や身近な秋を発
信できたらと思っています。次号もお楽しみに。� （第二野の花学園　岩永　真美）

寄付御礼　※あたたかいご支援に感謝申し上げます。
・福岡桜ライオンズクラブ　様　　・第一野の花学園保護者会　様

●苦情受付状況

７月１日～８月 31日　実績０件

夏だ！プールだ！
　青空とにぎやかな蝉の声とともに、夏がやってきました！放
課後等デイサービス野の花　姪浜では、夏休み期間中に毎週プー
ル遊びを行っています。ビニールプールの中でのんびり足を延
ばして水に浸かる子ども、水鉄砲を使いこなし、友達や職員と
の水の掛け合いを楽しむ子どもなど、思い思いに遊んでいます。
　また、姪浜の庭には家庭菜園があり、ミニトマトやキュウリ、
アサガオなど季節の植物を育てています。小さな苗の時から水
をあげ、草取りをしたり、とみんなで育ててきました。食べご
ろになると、収穫して各ご家庭に持って帰ることもこの時期な
らではの楽しみの一つです。�（第七野の花学園　清永　美佳子）

野の花学園創立 60 周年記念事業募金協力のお願いとお礼

　社会福祉法人野の花学園は、1959年の創立から本年を以って60年を迎えることになりました。
　この間、多くの方々のご支援に支えられて順調な発展を続け、現在では地域に根を張るように21か所の施設
を運営しています。この度の60周年を契機に創立60周年記念事業として第一野の花学園の建て替えをはじめ施
設の大規模整備を行うことにより利用者の方々の安全安心の向上に努めたいと計画しております。
　何卒趣旨にご賛同賜り、ご寄付のご支援をよろしくお願い申し上げます。
　＜振込先＞　　　　　福岡銀行　　　　　六本松支店　普通　口座番号�2363210
　　　　　　　　　　　西日本シティ銀行　今宿支店　　普通　口座番号�3067852
　＜振込先口座名義＞
　　　　社会福祉法人野の花学園　創立60周年記念事業寄付金　理事長　福田　量

　多額のご寄付を頂戴しました皆様方に心より厚く御礼申し上げます。（９月５日現在　12,318,500円）
　ご寄付と入れ違いで寄付依頼が届きましたら悪しからずご了承ください。

みかんの成長が私たちの成長！
　毎日暑い日が続いていますが、志摩日々菜々ではみかん山に
上がって、みかんの木を一つひとつ見ながら、緑の小さな果実
を落とす『摘果』作業を行っています。晴れた日が続くおかげ
で日に日に大きくなるみかん。まだ緑色をしていますが、みか
んの成長の速さを感じながら、早く色が付いておいしい大きな
みかんに育ってほしいと思っています。また、木の下に入って、
根元に生えている草や巻き付くカズラを取りのぞく作業も摘果
作業と同様に大切な仕事です。
　暑い中大変ですが、利用者の方は、おいしくて大きなみかん
になるように願いながら、取り組んでいます。

（志摩日々菜々　岡村　安希）

小さな実は摘果

大きくな～れ♪
花にも水やり

日々成長しています！

気持ちいい～ (^。^)

ふぅー (>_<;)　冷たいお茶で「生き返る～」
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