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野の花だより

野の花学園の基本理念である「利用者の豊かな生活の場を求めて」頑張って来られ
た職員の方が、ずっと前の潮風に載せられた言葉に魅せられ、理事の一人として学園
を見守り続けてきました。
１つ：いつも利用者の声を大切にすること
２つ：初心を忘れないこと
３つ：厳しい時代こそ、前を向いて歩むこと、
苦しいときの経験が将来の力になるから
今からもその言葉をかみしめて、法人の役員、職員、保護者が連帯して歩み続けた
いと思います。

（野の花学園 理事 岩城 和代）

刈り上げ スッキリ！！
10月に入り、志摩日々菜々では近隣にあるクリーンセンターの草
刈りを行いました。夏場のギラギラした日差しを浴びて、数か月の
間に大きくなりすぎた草の山。成長の早さに驚きながら、草刈り機・
カマ・ノコなどの道具を使っての格闘です。志摩日々菜々の利用者
さん、富楽和の利用者さんともに作業着を汚しながら、汗を流しま
した。カマを使って草を刈る人、腕いっぱいに刈った草を抱えて運
ぶ人、刈った草を積み重ねる人など利用者さんが大活躍です！ひと
つの区画が終わった時には、「綺麗になったね～」とみんなで達成感
を味わっています。今後も「草刈り完了！」と叫べるよう、みかん
作業と並行してみんなでガンバリます！

（志摩日々菜々 岡村 安希）

一目瞭然！スッキリ刈り上げ

ホークス頑張れ！日本一！
第二野の花学園の就労継続支援B型では、９月19日
～ 20日に毎年恒例の一泊旅行を実施しました。例年
より参加者も増え、利用者26名、職員７名の総勢33
名！！
１日目は、ソフトバンクホークスの野球観戦の班、
福岡タワーからの眺望とショッピングモール「マーク
イズ」でのお買い物の班の２班に分かれての旅行でし
た。宿泊ホテルでは、豪華なビュッフェの中から各自
好きなご馳走を食べる事ができ、皆さん笑顔いっぱい
でした♬
２日目は、福岡市科学館でミニチュアの世界の体験
と、プラネタリウムの見学をし、普段は感じる事ので
きない世界観や星空を見る事ができ、とても心に残る
思い出ができました★
（第二野の花学園 是木 章吾）

岩城法律事務所

福岡タワー 全長 234m
日本一の海浜タワーです

奪 Sh ～！（ダッシュ～！）
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大分＆鹿児島へ！ふよう学園の「さわやか旅行」☆
ふよう学園では、年に1回の楽しみ「さわやか旅行」に出かけました。
今年は1泊コースと2泊コースに分かれての旅行でしたが、1泊コース
は大分県別府市へ行きました。大型バスをチャーターしての移動、バ
ター作り体験やアフリカンサファリの見学など普段できない体験がた
くさんできました。2泊コースは、新幹線に乗って鹿児島県に行きま
開聞岳でポーズ♪
した。鹿児島名物のかき氷「白くま」とさつまあげの工場見学、鹿児 ジャングルバスだ！出発～！
島水族館のバックヤード見学など盛りだくさんの内容でみなさん大満足の旅行となりました。旅行の締めくくりは毎
年恒例となっている大宴会ですが、カラオケ大会で大盛り上がり、またひとつ楽しい思い出が増えました。

（ふよう学園 吉見 雅貴）

ついにご対面！ライオンキング！！
まどか・ゆいぱるでは、キャナルシティ劇場で劇団四季による『ラ
イオンキング』を観劇しました。舞台だけでは収まらず、客席にまで
ライオンや象が飛び出して、迫力満点のステージで時が経つのも忘れ
るくらいでした。歌や音楽に魅了され、ストーリーにのめり込み、あっ
という間の３時間でした。昼食は栗原はるみさんのビュッフェ『ゆと
りの空間』で、季節の野菜を豊富に使った料理、デザートまで堪能し ワクワク！ドキドキ！ サークル・オブ・ライフ
（命の連鎖）に感動 !!
大満足でした！利用者さんから「楽しい一日だったね！また行きたい
な～♪」との声が聞かれ満喫した日帰り旅行となりました！
（大野城市障がい者支援センター 小西 朱鳥）

身だしなみ講座！初のメイクアップ！
なのみ学園では就労移行の皆で「身だしなみ」について学びました。
女性はメイクアップ、男性はネクタイ結びです。メイクアップは初め
ての取り組みで、基礎的なところから体験しました。洗顔後に化粧水
つけて、いざ化粧を！化粧道具の使い方に戸惑い緊張した様子でした
が、ナチュラルメイクに仕上がった姿に見惚れていました。男性のネ
クタイ結びも、鏡を見ながら行うのは難しかったようで、結ぶのに時
間は掛かりましたが、仕上がりは上出来でした。
（なのみ学園 松本 智美）

カワイイー (^o^)

バッチリ！

最優秀賞は吉見さん、奨励賞に中牟田さんが受賞！
第9回野の花職員合同研修が9月28日、29日の一泊二日で国立夜須高原
青少年自然の家で開催されました。
福岡県警察本部生活安全部少年課中央サポートセンターの白木氏をお招き
し青少年の支援のあり方や家族について考えさせられる講演を行って頂き
ました。その後は、「あなたが施設長、野の花をどうする？～働く人が幸
せになる法人～」というテーマのもと利用者と職員が共に歩んでいくため
に将来を見据えた熱い研修発表、夜はお楽しみの大懇親会を行いました。
懇親会には総勢約200名が参加し、親睦を深める事ができ野の花学園の団
結力を感じる楽しい研修会となりました。 （野の花富楽和 新里 朋子）

ずっと もっと ガンバロー！

【研修発表】
最優秀賞 「新・野の花学園」 吉見 雅貴（ふよう学園）
奨励賞 「未来を見据えて」中牟田 聖也（障害者就業・生活支援センター野の花）
「働く人の幸せはみんなでつくる！」新里 朋子（野の花富楽和）
「今週どう過ごす？いつもと違う新しい週末を」三宅 似奈（放課後等デイサービス野の花）
「9日8日7日は野の花の日」末岡 正行（大野城市障がい者支援センター）
「『笑顔の絶えない』職場づくりにチャレンジ! ！」冨永 裕輔（第一野の花学園）
「利用者・保護者・職員が安心できる環境を整える」内田 由子（第二野の花学園）
福 岡 に 住 む
あ な た の 安 心

吉見雅貴さん
発表「新・野の花学園」

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 FAX092-712-6342
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で す。

野の花職員

日々研鑽！

研修会・セミナー受講レポート

日本知的障害者福祉協会

相談支援部会主催

相談支援・就業支援セミナー

10月15日（火）～ 16日（水）
、
横浜市で行われた『令和元年度 相談支援・就業支援セミナー』に参加しました。
業務の中で、
「対象者と企業が良い関係を保ち続けることの大切さ」を感じており、分科会から『地域における就
労支援ネットワークと多様な働き方への対応』を選びました。
「先入観を持たず、まずは、やってみるという発想
が新たな雇用を生む」
、
「対象者の能力と給与が一致することで企業にも対象者にも余裕が生まれ、伸びしろを作
ることに繋がる」という実践発表に感銘を受けました。雇用後も、対象者と企業がより長く、より良い関係を保
ち続けられるよう、
「お互いがチャレンジできるフィールド作り」に努めていきたいと思います。
（障害者就業・生活支援センターちくし 西山 慎一）

第10回熊救協・九救協合同研修会「こころの病気（精神障がい）に関する研修会」
貧困や処遇の問題を抱えている
人の中には発達障がいや知的障害
を有している方が多くどのように
支援していくかについての研究が
進められています。九州看護大学
の水間先生より講和が行われ、家
族の話、当事者の話を伺い、その
ような方々の支援や対応をどのよ
うに行っていけば良いのか深く考
えさせられた内容でした。
研修会の後には、講和をされた発達障がい者・家族の会（熊本）プリズム代表の甲斐静江先生と駅で偶然出会い、
貴重なお話を聞かせていただきました。
今関わっている方々が貧困や偏見による処遇によって辛い思いをせずに過ごしていただけるよう利用者に寄り
添って支援をおこなっていきたいと改めて感じることができました。
（野の花富楽和 新里 朋子）

全国知的障害福祉関係職員研究大会「未来へ‼福祉の力と共生社会」
10月22日～ 24日の3日間にわ
たり全国知的障害福祉関係職員研
究大会に参加しました。
音楽鑑賞やトークセッション、
グループワーク等を通して濃厚な
3日間を過ごし、既成概念に囚わ
れない、問題行動を問題と捉えず、
強味として捉えるといった意識に
関することを深く考えさせられま
した。3日間の中でも特に印象的だったのは「ワールドカフェ」という会議スタイルを実際にやってみて、１つの
テーマで様々な意見や新たな発見が出来、次の演習ではグループ内に初対面であったにも関わらず親近感が湧い
ていることに衝撃を受けました。今回、講演を聞く中で「仕掛けを作る」というワードを多く耳にしました。意
識を変える為の仕掛けを考え、実行することは難しいが必要な事であることを学べました。
（第二野の花学園 中村 健登 ・ 草薙 美紀）

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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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。
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。

建築・設計・施工／一級建築士事務所

株式
会社
9-15-8F
TEL 092-622-8071

東 部 産 業

〒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

初めての運動会［ほっぷ・すてっぷ・ののはな～元気にジャンプ！～］
10月19日(土)に児童発達支援センター野の花で初めての
運動会が開催されました！お父さんお母さん、おじいちゃん
おばあちゃんなど、たくさんの応援団が来園し、子どもたち
は嬉しさと大きな緊張の中、頑張りました^^
練習中は、競技の間の待ち時間に座って待てず動いてし
まったり、みんなと歩調をあわせられず走りだしてしまうこ
位置について～
高い台でも平気かな？
とがあり、支援方法も工夫しました。子どもたちは一生懸命
練習し、だんだん上手になっていきました。とび箱や平均台などに触ることさえ怖がっていた子も、たくさん
の練習の積み重ねで本番ではニコニコで障害物を渡れるようになり、大観衆に向かって笑顔で手を振っていま
した！
子どもたちの一生懸命で逞しい姿に涙を流す保護者の方もいらっしゃり、私たち職員も胸が熱くなりました。
ご家族に支えられながら、練習・本番と頑張り大きく成長した子どもたち、元気をたくさんくれたみんなに大
きな拍手を送りたいと思います！！！
（児童発達支援センター野の花 新谷 いずみ）

夏野菜カレーに挑戦！！
第三野の花学園の就労移行メンバーは８月
24日（土）に南コミュニティセンターで、調
理実習を行いました。今回のメニューは夏野菜
をたっぷり使ったカレー、コールスローサラ
ダ、ヨーグルトです！！初めて包丁を握る人か
ら毎日自炊している人まで、料理の経験はそれ
ぞれ違いますが、みんなで助け合いながら作る
ストントントン♪
完成～！さてお味は…(^^)!
いい音「ジュワー！」
ことが出来ました♪とっても美味しかったよう
で、たくさんおかわりをしました。料理の仕方を学びながら楽しめる、良い機会になったのではないかと思いま
す(*^_^*)
（第三野の花学園 立石 早彩）

五灯館大学校入学願書受付始まりました！！
五灯館大学校基礎課程では「学びと体験カリキュラム」を中心とした授業編成を行い、ともに成長し社会に貢
献できる人材育成を目指しています。
＜申込願書締切＞
専願面接入試試験
令和元年11月25日(月)必着
一般面接入試試験
令和2年 1月20日(月)必着
＜受験資格＞
面接までに体験（実習）・見学を実施された方
募集要項・入学願書はホームページ(https://nonohana.or.jp/gotokan.html)に掲載しております。
事前見学も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

（五灯館大学校専門課程天神校・キャリアサポート天神 島村

晴子）

サロンパスの木の匂いにビックリ
ちくぜん野の花では、文化芸術の秋ということで、
中冨記念くすり博物館に行き身近にある薬についての
歴史を学びました(^^♪現代の薬や世界の薬が綺麗に
ディスプレイされており、皆さん興味津々でした。外
にはサロンパスの原料になる木が栽培されており、
「サ
ロンパスの匂いがする」とびっくり！スタンプラリー
もあり、楽しく博物館を回ることができました！

（ちくぜん野の花 平木 久視子）

サロンパスだ～！

株式会社

一級 建築士事務所

薬の歴史 スゴーい！

S.A.

一級建築士

福岡県うきは市吉井町清瀬４７７－４

ＴＥＬ ０９４３－７５－２１５５

文 機 事 業 部 ：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

ドコモショップ ：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
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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

東京オリンピック・パラリンピック開催の 2020 年版カレンダー！！
まどか・ゆいぱるでは、来年に向けてのカレンダー
作りが大詰めを迎えています。毎月開催される絵画教
室で皆さんが描いた作品や、魂を込めたオリジナルポ
エムを掲載しています。利用者と職員が協力しながら、
選りすぐりのデザインを揃えました。
11月から発売予定です。ぜひ、購入をご検討くだ
さい！
Ａ3サイズ（￥1000） 縦長サイズ（￥1000）
卓上用ケース有り（￥700）卓上用ケースなし（￥500）
（大野城市障がい者支援センター 渡辺 ゆかり）

カワイイー
定番のＡ３サイズ

オリジナルポエムの
縦長サイズ

踊って！走って！ガンバレー！
10月6日に、恒例の今津福祉村の運動会がありました！！
今津地区の地域の方と福祉村の施設利用者など約300名が参加、競技や踊りに汗を流しました！老いも若きも今津
福祉村の皆さんがまるで家族のような、出しものと応援で大盛り上がりの１日でした☆
こちらの様子を第一野の花学園のときめきウェブにもUP↑↑していますので、是非見て下さい♡♡(*^_^*)♡♡

（第一野の花学園 大塚 春菜）

ダンシングファイター☆
one for all all for one ☆

風船割りで愛情診断！？
息を合わせてギュー♡パンッ！

月が出た出た♪炭坑節♪

「私のいまがんばっている事」in 長崎
7月28日、29日に利用者の方々と共に長崎で行なわれた九
州地区地域生活者交流会に参加しました。交流会では様々な
施設の利用者の方の「私のいまがんばっている事」をテーマ
にした素晴らしい発表をたくさん聞けました。夕食での懇親
会では様々な利用者の方々が楽しそうに触れ合う姿も多くあ
りました。2日目は利用者の方々と長崎観光を行い普段とは
ちがう街並みを堪能しました。今回の交流会では様々な人と
の出会いを通して、人との繋がりの素晴らしさを実感できま
した！
（第六野の花学園 立石 健人）
●苦情受付状況
９月１日～ 10 月 31 日

寄付御礼

実績０件

長崎バイオパーク

参加者は約 100 名！

※あたたかいご支援に感謝申し上げます。

・ほほえみ会

様

●編集後記
暑い日が長く続きましたが、ようやく秋らしく涼しい季節となりました。食欲の秋、芸術の秋と様々
な呼び名がありますが、みなさんはいかがお過ごしでしょうか？風邪やインフルエンザに気を付けながら、今の
季節を楽しみましょう！
2020年まであと少し、来年も野の花の様々な行事や出来事をみなさんに発信していきたいと思います。残りの
1 ヶ月もよろしくお願い致します。
（第三野の花学園 立石 早彩）
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