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野の花だより
謹んで新年のお祝いを申し上げます

福岡県糸島市二見ヶ浦

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。 職員一同
・野の花学園本部
・第一野の花学園
・第二野の花学園
・第三野の花学園
・第五野の花学園
・第六野の花学園
・第七野の花学園
・福岡市立ふよう学園
・福岡市立なのみ学園
・大野城市障がい者支援センター
・ちくぜん野の花
・野の花富楽和
・志摩日々菜々
・児童発達支援センター野の花
・五灯館大学校 基礎課程本校
・五灯館大学校 専門課程本校
・五灯館大学校 専門課程天神校
・キャリアサポート福岡
・キャリアサポート天神
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・障害者就業・生活支援センター野の花
・障害者就業・生活支援センターちくぜん
・障害者就業・生活支援センターちくし
・放課後等デイサービス野の花 今津
・放課後等デイサービス野の花 姪浜
・放課後等デイサービス野の花 下大利
・放課後等デイサービス野の花 ちくぜん
・ヘルパーステーション野の花
・ライフサポートセンター野の花西
・ライフサポートセンター野の花東
・西区第二障がい者基幹相談支援センター
・生の松原特別支援学校どんぐりルーム
・第一野の花学園グループホーム(20施設）
・支援センター今津
・支援センター夜須
・グループホーム今津
・野の花学園グループホーム東
・ユニバーサルカフェ

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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児童発達支援センターに砂場を寄付
新センターに移転してから半年、初めての冬を迎えますが、子
ども達は寒さにも負けず元気いっぱいに走り回っています！そん
なある日、さぎんＣＳＲ私募債「地域の芽・育む債」発行記念と
して、林ホールディングズ株式会社様を通じ、佐賀銀行様より、
「カ
ニさん砂場」と「ひよこと一緒おでかけおさんぽカー」が届けら
れました！砂遊び大好き♪ずっと待ち望んでいたお砂場と、乗り
物好きにはたまらない(^^)おさんぽカーに、子ども達もみんな大
喜びです！
12月6日（金）には、林ホールディングズ株式会社 林宗一 様、
株式会社佐賀銀行姪浜支店支店長 千綿泰隆 様のご参加のもと、
和やかな雰囲気の中、贈呈式が執り行われました。「子ども達の
笑顔の為に役に立ててほしい」と林会長。「ありがとう」の気持
ちを子ども達が一生懸命書き、ニコニコ姿の写真を添えた色紙を
お返ししました。
（児童発達支援センター 新谷 いずみ）

贈呈式

ありがとうございました！

やった！念願の砂場

出発しま〜す

ダルマさんがころんだー！！
玉子焼き だいすきー

ナイスバッティング★

第三野の花学園では10月26日に就労移行メンバーで近く
の三兼池公園へピクニックに出かけました。涼しくなって
きて天気も良く、絶好のピクニック日和♪それぞれバドミ
ントンや野球、散歩などを楽しみました。「だるまさんが転
んだ」や「大縄跳び」には全員が参加して、大盛りあがり
でした！！ひと汗かいた後は、みんなでレジャーシートを
広げてお弁当を食べました(*^_^*)野外で食べるお弁当、不
思議といつもより美味しく感じました！笑顔や笑いの絶え
ない一日となりました(^^)

（第三野の花学園 立石 早彩）

だるまさんがころんだ！！

就職に向けて「実践！身だしなみ講座」
キャリアサポート福岡では利用者の皆さんの就職に向けた多くの
プログラムが組まれています。
今回はその中の１つ“身だしなみ講座”を紹介します。身だしな
み講座は月１回実施しており、講座のテーマとしては “スーツの着
方”“ヘアセットの仕方”“メイク”“ひげの剃り方”等についてなどで
す。この講座ではただ話を聞くだけでなく、お店へ行き商品をみた
り実際にメイクをしたり等、実践を取り入れています。実際に体験
することで、次は自分でやってみよう！と次の日にヘアセットをし
てくる方や初めて化粧品を購入される方もいらっしゃいました。就
活力アップ！！
（キャリアサポート福岡 大本 梓織）

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 FAX092-712-6342
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メイク講座の資料の一部

チャイルドチェア完成！
いつも実習でお世話になっているGood day甘木店
の方をお招きして、木工教室を開催しました。講師の方
の説明を受けながら、チャイルドチェアを作りました！
長さが異なる木を使い、１時間かけて、最後まで諦め
ずに皆さんで協力して完成させました(^^)可愛いチャイ
ルドチェアをお家で使うのが楽しみです♪

（ちくぜん野の花 坂田 知嘉子）

大丈夫かな〜

まもなく完成だー！

第３回フェスタ「来て、見て、楽しんで！」
いらっしゃいませ～ (^_^)

決まったね！

ふよう学園で11月２日、第３回東フレンドホーム・ふよう
学園フェスタがおこなわれました。同じ敷地内にある両施設が
利用者と地域住民との交流を通じて、障がい者への理解を深め
てもらおうと共同で主催している手作りのフェスタです。
当日は晴天に恵まれ、勇壮な和太鼓演奏でスタート。ダンス
など日ごろの活動を利用者たちが楽しくステージで披露した
り、近隣の福祉施設によるカレーライスやプリン、雑貨の出店
で来場者たちが買い物をしたりとにぎわいました。ふよう学園
は陶器市を同時開催したほか、干支置物の絵付け体験をおこな
い、親子連れが「何色に塗ろう」などと話しながら、かわいい
干支を完成させました。
（ふよう学園 御床 治秀）

翔んでふれあって 2019
10月20日に、大野城市障がい者大運動会が
北コミュニティーセンターで開催されました。
地方の方々や沢山の障がい者施設の団体が参加
され、おおいに盛り上がりました！恒例のパン
食い競争がはじまると、やる気ＵＰ！お目当て
のパンをゲットしていきます！デカパン競争や
大玉ころがしでは、悪戦苦闘しながらゴールを
目指して一直線！応援にも熱が入り、会場が熱
気に包まれました。プログラムの最後は大抽選
会です。豪華景品が続々と当たり、笑顔いっぱ
いの運動会となりました。
（大野城市障がい者支援センター

小西 朱鳥）

やったぜ！ゲット！

息を合わせて、いちに♪

よいしょ、よいしょ

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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「野の花市場」を

ボランティアさん募集！

ご存知ですか？

野の花学園ではボランティアとしてお手
伝いいただける方、ご興味がある方を募集
しております。
お気軽にご連絡下さい♪

野の花学園ホームページでは野の花学園
の利用者が真心を込めてつくった商品や、
野の花学園と関係の深い企業様の商品を厳
選販売する、「野の花市場」を開設していま
す。

野の花学園本部 担当：田中
TEL:092-717-9987
Mail: volunteer@nonohana.or.jp

是非、ご覧ください♪

ノース天神即売会

新規事業開始！
令和2年４月より下記の事業を開始します！
詳細は追ってお知らせいたします。

福岡市天神にありますノース天神にて即
売会を行っています！朝倉産の新鮮野菜、
果物などをお届けしています。
新年２月より毎週水曜日10時にオープン
します。
どうぞお近くに
お立ち寄りの際は
お越しください
(^o^)♪

・福岡市立障がい者スポーツセンター（南区清水）
・西障がい者フレンドホーム（西区内浜）
・早良障がい者フレンドホーム
（早良区百道浜）
・筑紫地区地域活動支援センターつくしぴあ（春日市）

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年の創立から本年度を以って60周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

東 部 産 業

〒812‐0063 福岡市東区原田1丁目1番21号

9-15-8F

ＴＥＬ 092‐611‐5815

TEL 092-622-8071
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URL www.fkyosai.com/

博多ふ頭でバイキング！
11月23日（土）になのみ学園では保護者、利用
者の皆さんとの交流会を行いました。会場は博多埠
頭にあるバイキングレストラン「リタの農園」です。
年に一度の交流会では、各作業班の活動内容の紹介
をしながら、美味しい食事を沢山食べました。普段
は保護者の方に会う機会が少ないので、久しぶりに
たくさんのお話が出来て楽しかったです。緊張もし
ました…(*^_^*)これからも、保護者の方とお会い
する機会が増えればと思います。
また、バイキングと言えば、好きな物を好きなだ
け食べられる！これも楽しみの一つとなっていま
す。(^^)
（なのみ学園 松本 智美）

司会ってキンチョ～ (>_<)

デザートはやっぱり別腹 ^^

富楽和にNEW FAMILY!!

グループホーム富楽和の旅行

名前：こてつ（♂）
年齢：推定５歳
誕生日９月20日
好きな人：武 内支援員、少し
だけ山下施設長
コメント：みんなが大好き！！
毎 日、今津運動公
園を散歩している
よ！
お 散歩友だちは山
下施設長♪

11月９日、10日に広島の大和ミュージアム
と厳島神社に旅行へ行きました！
「きれいかね～！！」と神社に向かってパン！
パン！

（野の花富楽和
新里 朋子）

紅葉真っ盛り
きれいかね～！！

土産話が止まらない！
第二野の花学園生活介護では、11月に活動
班別の外出を実施しました。田川郡添田町に
ある、めんべい工場の見学や福岡市科学館の
見学、食事や買い物をメインとした外出など、
活動班ごとに様々な場所へ出かけました。全
部で８コースあったため、みなさんから沢山
の土産話を聞く事ができました。特に、福岡
市科学館はリニューアルオープンした事もあ
り、よかったげな～。次の外出が待ち遠しい
です♪

（第二野の花学園 岩永 真美）

☆福岡市科学館☆
うわーすごか～！

★ヤクルト工場★

株式会社

一級 建築士事務所

S.A.

Scheme
of
Architectonology

一級建築士

福岡県うきは市吉井町清瀬４７７－４

設備設計一級建築士
CASBEE 建築評価員

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

建築 + 環境デザイン
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野の花チャリティーゴルフ大会

148 名が腕前を競う！

野の花学園後援会（会長：林 宗一）主催のチャリティー
ゴルフ大会が、11月11日（月）筑紫ヶ丘ゴルフクラブで
開催された。今年で６回目となる大会には、関係各方面よ
り148人が参加。心配された天気も良くなり、秋らしいさ
わやかな天気のなかで、参加者がその腕前を競った。
全18ホール ストロークプレイ（ダブルぺリア方式）
大会スタッフ集合！
で競った結果、優勝は城戸 寿輝さんがネット71.6（グロ
ス92）で優勝。城戸さんは、優勝トロフィーと賞品（55型４Ｋテレビ他）を受け取り、
「初めての参加でしたが、このような盛大な大会で優勝できて嬉しい」と喜びを語った。
また、今大会のチャリティー募金255,000円は野の花学園後援会よ
り「社会福祉法人 野の花学園」に贈呈された。
 （第６回野の花チャリティーゴルフ大会 実行委員長 宮地 博司）

林会長へ感謝状贈呈

城戸さん、やったねー！

2020 年

ようこそ野の花学園へ

つむじ風が吹き本格的な冬の寒さが訪れた令和元年12月９日、ふくふくプラザにて令和になって初めての内
定式が行われた。
初めは緊張した様子の27名の内定者が、お昼に向けて暖かくなった気候とともに、段々と表情もほぐれ笑顔
も多くみられるようになった。
昼食会では賑やかな笑い声に包まれながら、理事長や施設長、これから同期となる仲間との親睦を深め、令和
２年度の入職に期待を膨らませる息づかいが感じられる内定式となりました。

（法人本部 原田 希絵）

おめでとう！ようこそ野の花学園へ！

●苦情受付状況
11月１日～ 12月31日
実績０件

寄付御礼

一緒に働く日を楽しみにしています！

仲良しグループ♪

※あたたかいご支援に感謝申し上げます。

・林ホールディングズ株式会社 様

・佐賀銀行 様

●編集後記
新年明けましておめでとうございます。
令和になり初の年明けとなった今年、皆様どのようなお正月をお過ごしですか？
今年はいよいよ東京オリンピック・パラリンピックの年。昨年中に観戦チケットをゲットした幸運な方もい
らっしゃるのではないでしょうか。スポーツを通じて世界中がひとつになり、熱気と感動に包まれるような一
年になると良いですね。
皆様にとって今年も素敵な一年になりますよう、お祈り申し上げます。
（ふよう学園 西村 千幸）
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