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野の花学園は昭和34年の創立から60周年を迎えました。
この間の道のりは決して平坦なものではありませんでしたが、多くの皆様の温か
いご支援により、今日の野の花学園があります。皆様方の多大なるご支援に感謝す
るとともに、これからも野の花学園に寄せられる皆様の期待に応えていく所存です。
さて、令和２年４月からは新たに、
「早良および西の福岡市立障がい者フレンドホー
ム」、「福岡市立障がい者スポーツセンター」、「筑紫地区地域活動支援センターつく
しぴあ」の４事業を開始します。これらはいずれも、市などから指定管理者に選定
されたことにより行うものです。これまでの利用者の方々にも、新たに利用される
方々にも、野の花学園の「一人一人の豊かな生活を求めて」という理念のもと、ま
すます皆様に広くご利用いただける施設になるように努力して参ります。

（社会福祉法人 野の花学園 理事長 福田 量）

ノース天神即売会が毎週開催に！
お客様の強いご要望により毎月行なっていた
ノース天神即売会が、2月より毎週水曜日に開催
されることになりました。利用者の皆さんと一
緒に、トラックから大量の荷物を降ろすことか
ら始まり、野菜の計量や袋詰め、値札貼り等の
準備を行なっています。地元の農家さんとも契
約し、筑前町産の新鮮な野菜や果物を販売する
新鮮でーす
ことができています。即売会は、普段とは違う 売れスジ これでおしまいでーす
環境の中、たくさんのお客様の笑顔を見ることもでき、いつも以上に感謝の気持ちを込めて販売しています。
みなさんもぜひ、お越しください★
（第五野の花学園パンの花 熊丸 彩子）
＜開催日＞
４月１日、８日、15日、22日、29日
５月６日、13日、20日、27日
お詫び ３月はコロナウイルス感染拡大防止のため中止いたしました。
４月はコロナウイルスの関係で中止になる場合がありますので直近のホームページでご確認下さい。
＜会場＞

ノース天神

福岡市中央区天神４丁目３－20

Ｂ１Ｆイベントスペース

後援会「春の集い」中止！

例年４月に開催しておりました野の花学園後援会主催の「春の集い」はコロナウイルス感染症拡大防止
のため中止となりました。
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鬼も福もなかよしだー！
第二野の花学園では２月３日（月）の節分の日に、５名
のねずみ年生まれの年男年女をお祝いしました。ボウリン
グのピンに鬼の面を貼りつけ、鬼めがけて力いっぱいボー
ルをころがし命中すると大歓声。鬼に扮した職員が登場す
ると、いざ、豆まき開始…！！利用者さんの思いがこもっ
た強いマメに当たり、鬼はあっというまに退散… (-_-;)
これで、今年の一年、皆さんの健康は間違いなしです。

（第二野の花学園 加藤 伊織）

鬼ピンをねらって～！！

鬼の係長だー！

黒蜜きな粉モチに人気集中！

親子で一緒に！それよいしょ！

成人おめでとう！

みんなで、はいチーズ！

１月11日に、餅つき交流会と成人の
祝いを開催しました。午前中の餅つきで
は、親子や、利用者、職員が力を合わせ
精一杯つきました！大根醤油と黒蜜きな
粉に人気集中。つきたて餅をほおばり笑
顔いっぱい！！「柔らかくておいしい♪」
との声が飛び交い大盛況でした。午後か
らは、成人の祝いを行ないました。５名
の方が成人を迎えられ、皆さんドレスや
スーツ姿で、式典に臨まれました。お祝
いの言葉や花束等がプレゼントされ、会
場はお祝いムード一色となり、笑顔が絶
えない華やかな催しとなりました。

（大野城市障がい者支援センター
渡辺 ゆかり）

J リーグ、N リーグ？
１月11日（土）に、太宰府歴史スポーツ
公園でサッカー教室を開催しました。天気
も良く、絶好のサッカー日和でした(*^_^*)
今回は就労移行チームと就労継続支援B型
チームの合同開催！普段なかなか関わる機
会のないメンバーでしたが、いざ始まると
大盛り上がり！自己紹介をした後は、みん
イケー、ゴール！
ナイスパス！
なで名前を呼びあってパスを繋げていきま
した。サッカー経験のない方でも、Nリーグ
初級をクリア（？）寒さに負けず、みんなで楽しい時間を過ごすことが出来ました♪

（第三野の花学園 立石 早彩）

福 岡 に 住 む
あ な た の 安 心

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。

新成人から「お父さん、お母さん、ありがとう」

新成人ガンバレ！

マジシャン★ミスターＳ（さかもと）

毎年恒例となりました成人を祝う会と新年会が、
１月18日に行われました。成人を祝う会では、新
成人となった２名の方がこれからの目標を発表し、
決意を新たに大人として一歩踏み出しました。
また、
保護者の方への感謝の気持ちを述べられ、何度もで
てくる「ありがとう」という言葉に胸が熱くなりま
した。
新年会では、マジシャンS・N・Mの御三方が登
場し、次々と繰り出すマジックにみなさん身を乗り
出して見入っていました。最後は職員の出し物や、
クイズ大会などで大盛況でした。

（なのみ学園 小川 美佐）

学問の神様へ！お願いがあります！
ちくぜん野の花のメンバーで毎年恒
例の初詣に太宰府天満宮に行きました。
本堂でお参りをした後は、おみくじを
引いて一喜一憂 (*^^)vあいにくの雨模
様でしたが、参道で梅枝餅や、わらび
もちなどそれぞれ好きな物を食べ歩き
して大満足でした！

（ちくぜん野の花 坂田 知嘉子）
いい就職できますように！

雨より梅ヶ枝餅♪

私たち野の花学園が心がけている就職３カ条（^^）v
「笑顔ニコニコ」「言葉ハキハキ」「態度キビキビ」これでキマリー！！

「就職相談会」手ごたえあり！
１月30日（木）天神ビル11階にて福岡県「障がい者雇用拡大・職業紹
介事業」主催の就職相談会が行われました。午前・午後の部合わせて48社
の企業が集まり、会場は多くの就職相談者でいっぱいでした。
キャリアサポート天神からは就職の近い人、これから就職活動を行う人
５名が参加しました。最初は緊張でいっぱいでしたが、企業担当の方の笑
顔や親切な対応に安心し、仕事内容や配慮してもらえることを積極的に質
問していました。就職相談会が終わるころには働きたいと思える企業が見
つかり、希望と期待に胸を膨らませ笑顔でいっぱいです！！

（キャリアサポート天神 島村 晴子）

いざ！しゅっぱ～つ (^^)!

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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令和２年度 職員人事異動（令和２年４月１日付）
【役職昇任・配置転換】※（

）内は旧

大坪

哲平

障がい者スポーツセンター館長(第二野の花学園支援課長)

嵜岡

千歳

なのみ学園支援主任(ふよう学園支援員)

岩田

吉史

つくしぴあ施設長（第一野の花学園支援係長）

松本

智美

なのみ学園支援主任(なのみ学園支援員)

渡邊

伸也

早良障がい者フレンドホーム施設長(第一野の花学園支援主任)

髙砂

徹

第一野の花学園支援主任(第六野の花学園支援員)

是木

章吾

西障がい者フレンドホーム施設長(第二野の花学園支援員)

田川

大貴

第一野の花学園支援主任(第一野の花学園支援員)

熊谷

あい

第二野の花学園支援課長(第二野の花学園支援係長)

渡邉

啓祐

第一野の花学園支援主任(第一野の花学園支援員)

髙砂

雄太

第六野の花学園支援係長(第七野の花学園支援主任)

西川

愛実

早良障がい者フレンドホーム支援主任(ふよう学園支援員)

足立

由華

第一野の花学園支援主任(第一野の花学園支援員)

柿本

裕貴

障がい者スポーツセンター支援主任(なのみ学園支援員)

岡村

安希

志摩日々菜々支援主任(志摩日々菜々支援員)

吉田

正志

キャリアサポート天神支援主任(キャリアサポート天神支援員)

高本

祐子

第五野の花学園パンの花支援主任(第五野の花学園パンの花支援員) 瀬戸

淳司

五灯館大学校基礎課程本校教務主任(五灯館大学校基礎課程本校教務員)

西村

千幸

ふよう学園支援主任(ふよう学園支援員)

本年４月から次の指定管理事業を開始します
福岡市立障がい者スポーツセンター
（さん・さんプラザ）
住所：福岡市南区清水１丁目17番15号
施設概要：スポーツ活動を通じて、障がい者の方
の健康の維持、増進のため、ご利用いただける施
設です。
お問い合わせ：092-511-1132

福岡市立早良障がい者フレンドホーム
住所：福岡市早良区百道浜１丁目４番１号
施設概要：早良区を中心として、障がいのある方
の文化活動やいこいの場として、ご利用いただけ
る施設です。
お問い合わせ：092-847-2761

福岡市立西障がい者フレンドホーム

筑紫地区地域活動支援センター つくしぴあ

住所：福岡市西区内浜１丁目５−54

住所：春日市春日公園５丁目14番地１

施設概要：西区を中心として障がいのある方の文
化活動やいこいの場として、ご利用いただける施
設です。
お問い合わせ：092-883-7017

施設概要：障がいのあ
る方が地域の中で安心
して自分らしい生活を
送れるように支援を行
います。主に筑紫地区
（筑紫野市、春日市、大
野城市、太宰府市、那珂川市）内に居住している
方にご利用いただける施設です。
お問い合わせ：092-592-6800

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

どんぐりルームにビンゴー
放課後等支援事業どんぐりルームではクリスマス会を開催し、松ぼっ
くりツリーの作成や、ビンゴゲーム、おやつ作りをしました。ビンゴ
ゲームでは、手元にあるカードの番号が出るのを待ちきれず、全部開
けてしまうお友だちもいましたが、ビンゴが揃うと大きな声で「ビン
ゴ！」と言って喜び、サンタさんからプレゼントを受け取ると、２度
喜びで歓声を上げていました。続いて、子ども達も手伝ってのおやつ
作り。まずは生地作りから。「僕もしたい！」との声。力が弱い子は支
援員と一緒に混ぜます。チョコやドライフルーツ等のトッピングを飾
りつけして楽しみに待つこと…(^^) ！焼き上がったおやつは、生地が
大きく膨れ上がりびっくりでしたが、手作りの味は格別で皆ぺろりと
あっという間に完食でした。

（放課後等支援事業

リズムよく生地まぜ♪

どんぐりルーム

伊達

光次）

✿富楽和✿流の『一人暮らし』
グループホーム富楽和では本年4月よりグ
ループホームの定員が増員になります。
地域で一人暮らしと言う形でありながら
も食事の提供や支援を受けることができま
す。「一人ではできないことがあるけど挑戦
したい。でも心細い、不安。」そんな方々が
地域で自分らしい楽しい暮らし を作り上
げられるよう富楽和スタッフで支援してい
きます！！

（野の花富楽和 新里 朋子）

☻

「なるほど～！！」勉強会に集中

初物だよ！あまーい「はるか」
2月に入って、いよいよ志摩日々
菜々のみかんの収獲が始まりまし
た。主に3種類のみかん（はるか・
デコポン・甘夏）を育てています。
まずは、
『はるか』の収穫からです。
見た目は黄色で、レモンのように
酸っぱいイメージがありますが、
甘いんです！
志摩日々菜々が始まって、利用
者も職員も初めての収獲で、食べ
最高の状態を見極め中
早く食べてネ『はるか』で～す
たい気持ちを抑えながら丁寧に収
獲をしています。これからどんどん収獲して選別、出荷となります。第五野の花学園「パンの花」やノース天神の
即売会で販売してま～す！
（志摩日々菜々 岡村 安希）

株式会社

一級 建築士事務所

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

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。

仕事はキツカー、でも楽シカー！
障害者就業・生活支援センター
野の花では年に4回、在職者交
流会を実施しています。
今回はビジネスマナーや身だ
しなみについての講義を中心に、
リフレッシュ方法を話し合った
り、ストレッチをしたり、野の
花お手製のおみくじを引いたり
と和気あいあいと過ごしました。
登録者だけでなく職員も息抜き
真剣 ･･･ ！
になっています。交流会を楽し
みにしてくださる方も多く、集まるとみなさんお話が止まりません。
来年度こそは登録者の方が希望している外出での交流会をしま
しょうね！！

（障害者就業・生活支援センター野の花 佐藤 千鶴）

●苦情受付状況
１月１日～２月 29 日
実績０件

みんなのリフレッシュ方法

寄付御礼
※あたたかいご支援に感謝申し上げます。

・明治安田生命
・田中 キミ子

様
様

明治安田生命

様

●編集後記
もうすぐ桜が咲く季節となりました。３月は別れもあり４月は出会いもありと、環境の変化が訪
れます。来年度は新規事業も4施設増えることになり、皆さんの力になれるように頑張って参ります。今世界では、
新型コロナウイルス感染症が深刻になるなか、不安を吹き飛ばせるように笑って過ごせたらと思います。早く終
息することを願っています。
来年度もご愛読いただきますようお願いいたします。
（なのみ学園 松本 智美）
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