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野の花学園 〜ずっと、もっと、福祉に〜
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く ち い き かつどう し え ん

本年4月1日付けで、「筑紫地区地域活動支援センター つくしぴあ」の施設長に就
任いたしました。
ち く し の
かすが
おおのじょう
だ ざ い ふ
「つくしぴあ」では、人口約44万人の筑紫地区（筑
紫野・春
日・大
野城・太
宰府・
な か が わ
那珂川）に居住、または勤務されている精神障がいのある方々に対して、創作的活
動や生産活動の機会の提供や、社会との交流の促進を行っています。
また、障がい種別に関係なく、筑紫地区に居住されている障がい児・者等からの
相談に応じ、必要な情報提供や助言も行っています。
新たな環境・新たな事業ではありますが、これまでの経験を活かし、医療機関や
基幹相談支援センター等の支援機関と連携しながら、筑紫地区の精神障がいのある
方々が、地域の一員として、安心して自分らしい暮らしができるよう、支援してまいります。


ちくし ち

く ち い き かつどう し え ん

（筑紫地区地域活動支援センターつくしぴあ

施設長

いわ た

岩田

よしふみ

吉史）

With-Corona（ウィズコロナ） コロナに負けないぞ！
障害者就業・生活支援センター野の花では、飛沫防
止のアクリル板衝立、マスク、フェイスガードなど万
全の体制で来所者の方の感染予防を行って相談対応し
ています。
（障害者就業・生活支援センター野の花 足立 好弘）

ちくぜん野の花では、デザインから裁断まで、
みんなで力を合わせて可愛い手作りマスクをつ
くりました。
（ちくぜん野の花 松下 潤平）
型枠をあてて～

ちょきちょき

・・・

限界体温は
37.5℃です・・

今は相談中は
小声で・・・
じゃーん！
かわいいマスクが
かんせ～い（^_^）v
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気功で元気！
つくしぴあでは、調理実習やスポーツレク・気功の
他に、陶芸教室や押花等、園芸作業、社会交流や創作
活動を開催していますよ！特に人気の気功はいつも満
員です。
どうぞお越し下さい。 （つくしぴあ 元田 鴻子）

気功で心身の鍛錬中

調理実習

おいしそーぅ♪

園芸作業

たくさん育て！

「キャリアサポート体験」利用者さんインタビュー！
職員）１週間の実習をしてみていかがでしたか？
Ｔさん）「緊張しながらも分からないことは質問できました。仕事内容を自分の目で見
て体験できて良かったです。」
職員）実習で成長できたことはありましたか？
Ｔさん）「あ いさつですかね。意識できました。習慣がついていたので良かったです。
大きな声を意識しました。あいさつをすると近くの人に返して貰え、嬉しかっ
たです。」

T・K さん「不安や緊張

が和らぎました」
職員）実習に支援者が同行したと思いますがどうでしたか？
Ｔさん）「不安が消えて楽でした。どう動いたらいいかわからない時や、指示を聞き逃したときに確認できて助
かりました。他にも、やり方の工夫を教えてもらったり…でも１番は気持ちの面ですね。」

職員）キャリサポに来てよかったことはありましたか？
Ｔさん）「それはいっぱいあります。苦手な活動に対してやり方のコツを教えてもらって少しずつ出来るように
なったり、対人面でのコミュニケーションもよくなりました。いろいろな人と接することで前より、
対人での不安や緊張が和らぎました。毎日の通所自体も役に立ったと思います（週５日）。習慣がつ
いたので。」

（キャリアサポート天神 吉田 正志）

施設を出ても、ひとりじゃない♪ ✿ 野の花富楽和
買い物、炊事、皿洗い、掃除、ゴミの分別、
金銭管理、行政手続き．．．居宅生活にはいろん
な家事や雑事がつきもの。
野の花富楽和では、施設を退所した方が規則
正しい生活習慣を身につけ、安定した居宅生
活を送れるよう、様々な生活訓練を行っていま
す。利用者の方が抱える課題に寄りそいながら、
必要な生活習慣が身につくよう支援していきま
す。

（野の花富楽和 塩原 光）

通所事業 ✿

難しくない＆栄養も摂れる調理訓練♪
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第一野の花学園だより

広告

新居住棟（太陽の家）への引っ越しが終わり、少しず
つ行事も再開しました。
■4月、5月、6月の皆さん、Happy Birthday

■解体工事
利用者の皆さんが毎日
見つめてきた解体工事も
よ う や く 終 わ り ま し た。
建物の形がなくなりさみ
しい思いもあります。

■引越し完了！
コロナウイルス感染防止の特別警戒中のた
め、保護者の面会禁止が続く中、支援員総出
で5月26日～ 29日をかけて全員の引越しが
無事完了しました。
皆さんの感想・・・キレカ～ ゴハンもう
まか～
(第一野の花学園 塚本 真梨）

第二野の花学園だより

■女性利用者の入所
新しくなった新居住棟
（太陽の家）には60年の歴
史では初めて女性の入所
者8名が入所されました。
皆さんの感想…ピカピカ
うれしい！
■新厨房完成！
新しい施設に真新しい調理
器 具 が な ら び 厨 房 が5月14日
に完成しました。
給食も一段と美味しくなっ
たとの声がたくさん届いてい
ます。

第二学園の畑で夜須高原産の野菜が育っています。
（７月１日より、パンの花・ノース天神で販売します。）
玉ねぎ・ミニトマト・キャベツ・かぼちゃ・らっきょ・
トウモロコシ・ナス・ピーマン・オクラ・にんにくなど
７月１日（水）より、毎週水曜日、ノース天神即売
会を再開します。
（筑前町産の野菜など特産品の販売を行います。）
この度、第五野の花学園「パンの花」では次のと
おり定員増をおこないました。利用者募集中です！
通所：就労継続支援B型事業
定員 １０名
⇒
３０名
住所：福岡県朝倉郡筑前町長者町445-1
お問合せ：TEL 0946-42-9087
(第二野の花学園
広告
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岩永

真美）
広告

ふよう学園だより

広告

■干支づくり
令和３年度の干支づくりを開
始しました。
来年の干支は丑（うし）です！
デザインと愛称は９月頃に発表
させて頂きます。お楽しみに☆

お誕生 NEWS!
職員の皆さんより赤ちゃん誕生
の報告が多数届きました♪
皆さんおめでとうございます！

皆さんとお会いできるのは
まだ先ですね～
(ふよう学園

中村

健登）

熊谷 周大（しゅうた）
井上 結右（ゆう）
松本 汰生（たいき）
楠田 一樹（いつき）
重松美津妃（みづき）
米
絃佑（げんすけ）
岩田 晟宣（まさよし）
小野結太郎（ゆうたろう）
小野百々花（ももか）
松下 穂香（ほのか）
内田 駿介（しゅんすけ）
吉見 惇生（あつき）
平尾 和鼓（わく）

なのみ学園だより

新入職員紹介

■清掃業務がはじまりました
今年度から、障がい者スポーツセンター、南フレンド
ホーム、清水ワークプラザの清掃業務を開始しました。
清掃スペースが広く、まだ慣れない面もありますが、
利用する方が気持ちよく使用できるように、毎日丁寧に
清掃を行っています。

平成30年８月30日生
令和元年５月２日生
令和元年６月24日生
令和元年７月10日生
令和元年７月14日生
令和元年７月15日生
令和元年12月13日生
令和２年１月7日生
令和２年１月7日生
令和２年２月10日生
令和２年２月28日生
令和２年３月18日生
令和２年６月３日生

（令和２年７月１日付）

横尾 祥子
障がい者スポーツセンター
スポーツ指導員
（卓球国体経験者）

雑草の量と同じだけ
汗汗汗

広くて大変だけど
ガンバロー！

(なのみ学園
広告

大塚

南実）
広告
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フレンドホーム＆スポーツセンター再開！
コロナの影響で休館対応を行っておりました施設も
徐々に再開しております。

一球入魂

ボッチャ！

（西フレンドホーム

是木

新ユニフォーム！
章吾）

（障がい者スポーツセンター

子どもたち
隠塚

祐樹）

走るの早い～

（早良フレンドホーム

渡邊

伸也）

思い出のフラワーリース♪
５月９日（土）に、第三野の花学園の就労移行支援の
メンバーでフラワーリース作りを行いました(*^_^*)造花
やリボン、ビーズやスパンコールなど、色々な飾りを使っ
て、世界に一つだけのオリジナルの作品が出来上がりま
した♪たくさんの色を組み合わせてカラフルに仕上げる
人、同系色でまとめてシンプルに仕上げる人など、それ
ぞれの作品に個性が光っています☆
今回使った材料は、全て100均で購入しています。手
軽にできるので興味のある方はぜひ、ご家庭でも作って
みてはいかがですか！？

（第三野の花学園 立石 早彩）

■令和元年度

完成が楽しみです♪

世界に一つだけの作品です！

決算報告
貸借対照表（要旨）
令和２年３月 31 日現在

流動資産
現金預金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
その他の固定資産

資産の部

資産の部

合計

詳しくは野の花学園ホームページへ！

1,353,778,429
954,108,117
399,670,312

2,874,461,182
1,768,712,619
1,105,748,563

4,228,239,611
http://nonohana.or.jp
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流動負債
固定負債
負債の部

（単位：円）
負債の部

合計

純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
純資産の部 合計
負債及び純資産の部 合計

1,028,434,244
1,020,284,080
2,048,718,324

311,444,126
452,234,477
118,541,387
1,297,301,297
2,179,521,287
4,228,239,611

または「野の花学園」で検索！
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野の花学園には給食を提供する施設がたくさんあります。
調理員・栄養士の皆さん「いつもありがとうございます！」

号

32

ふよう学園の「ハンバーグ」

なのみ学園の「魚フライ」
愛情
ハンバ～グ！

発行責任者／社会福祉法人野の花学園

第二野の花学園の「キーマカレー」

ふよう学園 & 児童発達支援センター
管理栄養士 松田 明莉

10

日

おかわり
くださ～い！

７

月

美紀

発行日／令和２年

第一野の花学園の「酢豚」

第一野の花学園
管理栄養士 濵地

秘伝のらっきょう入り
タルタルソースを添えて！

児童発達支援センターの
「ポテトサラダ」

熱狂的ファンを
生みます☆

発行／野の花だより編集委員会

大史

こどもたちも
大～好き♪

第二野の花学園
管理栄養士 稲原

野の花だより／第

「野の花学園の給食じまん！」

なのみ学園 & 野の花富楽和
管理栄養士 富永 美咲

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

ＴＥＬ

−
13
−
17

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。
寄付御礼
※あたたかいご支援に感謝申し上げます。

０９２

●苦情受付状況
５月１日～６月 30 日 実績１件（なのみ学園）
利用定員を超えた事業への利用希望があり、ご利用をお断りしまし
た。今後は、誤解を招かない説明を行って参ります。

福岡市中央区天神２

当学園は1959年の創立から60周年を迎えました。この度の60周年を契機に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

・株式会社ニック 様
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９９８７ ＦＡＸ ０９２ ７１７ ９９８８
ホームページ
http://www.nonohana.or.jp

●編集後記
いつの間にか季節は春から夏へ移ろい、厳しい暑さを感じるようになりました。年度はじめの慌
ただしさも過ぎ去り、気が付けば令和２年度の折り返し地点を迎えようとしています。上半期は皆さんにとって
どのような日々となったでしょうか？
さて、日々暑さが増していく今日この頃．．．熱中症や脱水症状には注意が必要です。小まめな水分補給と適度
な塩分補給をはじめ、良質な睡眠、バランスの良い食事、衣服の調整等、対策はたくさんあります。心身共に健
康に過ごし、皆さんで暑い夏を乗り越えましょう！
（なのみ学園 大塚 南実）
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