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令和２年４月より福岡市立早良障がい者フレンドホームの施設長に就任いたしま
した。
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フレンドホームは「博 多・城 南・東・南・西・早 良」の福 岡市 内６か所 にあり、
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障がいのある方々を中心に、さまざまな文化教室・運動教室・余暇活動の場を提供
しています。
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早 良フレンドホームでは絵 画・陶 芸などの芸 術的な文 化教室、Excel・wordの
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ビリやスポーツや音楽を通して障がいのある方への支援を行っています。
こんねんど
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基本操作を学ぶパソコン教室などを行ない、体育室では機能訓練を目的としたリハ
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しかし今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、感染症対策を講じながら規模を縮小し実施し
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ています。今後も予防対策をしっかりと行ない、安心してご利用いただけるよう取り組んでまいります。
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（福岡市立早良障がい者フレンドホーム

筑前町産さとうきび新商品！
ちくぜん野の花では「さとうきび」の栽培から
販売まで行っており、
「純度100%黒糖」と「100％
黒蜜」の商品名で販売しています。今年度から新
商品としてスティックタイプの黒蜜を販売開始し
ました！
第五野の花学園パンの花、道の駅「筑前みなみ
の里」などで販売中です！また野の花学園ホーム
ページの「野の花市場」からお買い求めいただけ
ます。是非お試しください！

（ちくぜん野の花 松下 潤平）

しせつちょう

施設長

わたなべ

渡邊

しん や

伸也）

利用者の皆さん
ラッピングはお手
のものです♪

筑前町産の
さとうきび
100％です
！

第一野の花学園保護者会様より
寄附金をいただきました ありがとうございました！
7月26日、野の花学園本部にて第一野の花学園保護者会の皆様より「野
の花学園創立60周年記念事業」へ寄附金の贈呈式があり、多額の寄附金を
いただきました。寄附金は第一野の花学園の建て替えに活用させていただ
くとともに利用者の皆さんの安全安心のために使用させていただきます。
（第一野の花学園 安元 照貴）
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保護者会の皆様（本部にて）

岩城法律事務所
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愛情が一番の栄養です
なのみ学園の自立訓練では、
訓練の一環で
「園芸活動」
に取り組んでいます。やることはたくさん！中でも水
やりは大人気で毎日話し合って当番を決めています。
天候にも恵まれ、利用者の愛情いっぱいのお世話で
キュウリもすくすく元気に、
お花もきれいに成長中です！
（なのみ学園 齊藤 紘基）

キュウリは日差しを
浴びてどんどんつる
が伸びてます♪

きれいに咲いてくれて
ありがとう～♡

山・川・海にチャレンジ

Go ！

バンザーイ！
ヤッホー！

放課後等デイサービス野の花今津では、この夏、山登りや公園遊び、
水遊びを楽しみました。遅れる人を「頑張って」と励ましながら
みんなそろって一生懸命に山を登り、頂上に着きました。「着いた！」
と笑顔がはじけました。
川や海へも遊びに行き、この暑さの中、ズブ濡れになって水を
かけ合いました。この夏、一時の納涼となりました。
（放課後等デイサービス野の花今津 佐藤 舞）

第一野の花学園

頂上だー (^^)v

冷！気持ちいいー

建替工事完了！

2018年11月より着手した建替工事が、ついに2020年８月31日をもちまし
て全面竣工いたしました。工事期間中、利用者の皆様には大変ご不便をお掛け
いたしました。
今年の５月下旬に居住棟が完成し、６月より利用者さんと職員の新しい生活
が始まりました。初めの頃は、居室やトイレの場所などが分からなかったり、
生活リズムに少し変化があったりと、あたふたする毎日でした。しかし、今で
は自分の居室には目をつぶっても行けます（？）１人部屋になり好きなように
過ごしたり、みんなで集まってフロアで活動をしたりと、のびのびと生活を送っ
ています。工事に当たられた皆さんありがとうございました。
（第一野の花学園 瓜生 真紀子）

新居住棟「たいようの家」

木のぬくもり♪
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新第一野の花学園 案内図

「ピカピカだね～」
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2020 年採用職員の声
今年度より採用となった新卒職員の方々
に入社から数か月がたった今の心境をお尋
ねしました！

福岡市立なのみ学園  就労移行支援員 佐藤 藍子
4月の入職式がつい先日のことのように思われますが、早くも入職して5か月
が経とうとしていることに驚いています。最近では、日々の作業や訓練の中で
「できるようになった」という経験を利用者の方と一緒に喜べることにやりが
いを感じています。まだまだ不安なことばかりな毎日ですが、皆さんが「佐藤
さん！」と頼ってくださるので、その思いに応えられるようにより一層精進し
ていきたいと思います！！
五灯館大学校基礎課程本校  教員 前田 菜緒
活動の一つとして私は広報紙（ごとうかんフレンズ）の担当をして
おり、広報紙を通して活動の様子や五灯館の雰囲気を皆様に知ってい
ただけることを目標に作成しています。是非、多くの方に見ていただ
けると嬉しいです。
利用者の方がどんな課題を抱えているのか、どんな強みを持ってい
るのか、それぞれの抱える課題や強みをしっかり見つけ、それぞれに
合った支援をこれからも行っていきたいです。
第六野の花学園  支援員 畠中 歩
４月から働き始め、あっという間の３ヶ月でした。
ご迷惑をお掛けしてばかりですが、先輩方に優しく丁
寧に指導して頂いているおかげですぐに不安はなくな
り安心して仕事に励む事が出来ています。また、子供
達からも日々たくさんの事を学ばせてもらっています。

第一野の花学園  生活介護支援員 星子 夏輝
私はこの仕事を始める前、「介護」という言葉を聞い
て、利用者さんの何を観察すれば良いのか、どのよう
なことをしたら良いのか、イメージがつきませんでし
た。
4 ヶ月経った今では、先輩方の指導を受けながら、
少しずつ知識を高めることに気を配っています。また、
利用者さんとの関わりを大切にしながら、日々の業務
に取り組んでいます。大変なこともありますが、非常
にやりがいのある仕事だと感じています。
広告
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障害者スポーツセンター  スポーツ指導員 鬼塚 花凜
緊張と不安を抱えて社会人としての一歩目を踏み出
しましたが、入職してはや3 ヶ月、やっと仕事にも慣
れて余裕が出てきました。もう3 ヶ月も経ったのか、
というのが今の正直な気持ちです。あっという間の3 ヶ
月の中で、様々な利用者の方と接し、勉強させていた
だくことばかりです。その中でも感謝の言葉をもらえ
た時はとても嬉しく、これからも頑張ろう！と元気を
もらったことは昨日のように覚えています。これから
も気を緩めず、色々なことにチャレンジしていきたい
と思います！
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まっくろくろすけ（!?）の誕生
志摩日々菜々で「竹炭事業」を始めました！
荒れた竹林の整備にも貢献する竹炭作業。完成
するまでにススで黒くなりながら、良い炭を作り
上げています。
竹炭は、生ゴミの『脱臭・発酵促進』、畑などの『土
壌改良』、床下の『防湿』などに効果があるんです！
がんばるぞ～！
（志摩日々菜々 石川 圭太）

竹炭を作ってみよう！

Let’s

①焼き作業。伐採された竹を焼きます。
②消火したら、冷まします。
③シートに広げて、３～４日天日干しします。
④ふるい機にかけて、大きさを分けます。
⑤専用の袋にラベルを貼ります。
⑥計量して袋詰めをします。

天日干し
乾燥するように広げる
作業や不純物取り作業
を繰り返します。この
作業が一番真っ黒にな
ります。

Try！

暑い中ですが
がんばりますっ！

ラベル貼り

焼き作業

袋詰めの前に大事なラ
ベル貼りです。乾燥さ
せている間にどんどん
仕上げます。

火が消えない内に竹を
入れます。熱さとの闘
いです！

「嘔吐物処理」講習会
まどか・ゆいぱるでは7月20日（月）に嘔吐物処理
の講習会を実施しました。当施設では、症状を上手に
伝えることが出来ず、自分で適切な対応をとる事が難
しい利用者が多数いらっしゃり、感染者が出ると瞬く
間に感染が広まる為、職員の観察力と適切な対処が必
要です。
講習会では、
「こんなに吐物が飛ぶんだね」「拭き取
るのが大変」と実感がこもった感想が聞かれました。
月に2回、このような研修を実施し知識を共有してい
ます。
（まどか・ゆいぱる 吉田 史朗）

1 年目の
「障害者就業・生活支援センターちくし」
野の花学園で３か所目となる「障害
者就業・生活支援センターちくし」は
事業継承して１年半が過ぎました。
この間、登録者の職場、事業所、関
係機関が開催する会議等に、参加してまわり、皆さん
に私たちを認知していただくことに努めました。走り
回っている私たちですが、野の花学園で培った今まで
の経験を活かして登録者の皆さん方のお役に立てるよ
う頑張っています！
（障害者就業・生活支援センターちくし

平山 裕一）

備えて
本番に イ！
ラ
いざト

大久保支援ワーカーによる
事業説明（業務連絡会議）
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臨床心理士の講師を招き
メンタルケア講座受講

広告
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第二野の花学園（七夕＆誕生会）
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第二野の花学園では夏の行事として七夕会と誕生会
を開催しました！７月７日の七夕会では、４ヵ月ぶり
に行事が再開されたということもあり、皆さん楽しそ
うで笑顔がたくさん見られました(^^♪ みなさん大好
きな歌を口ずさんだり踊ったり、次の誕生会も楽しみ
ですね～♬

（第二野の花学園 浦本 恵利・森 英合佳）
～
ハッピ
デ～♪
ス
ー
バ
願い届け～！
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来年はどんな年かな～

苦労の分だけ 実を結ぶ
～みちひろ先生の裏庭農園～

第一野の花学園では来年のカレンダー製作の活動を
行っています。工程として“塗る・型取る・切る・貼る・
折る”の作業が主になり、それぞれが得意な作業で分担
しています。
「一緒に製作したい、でも苦手
…」という方もいますが、練習
を重ね作れるようになっていき
ます！目標の100部に向かって、
みんなで力を合わせて頑張るぞ
（●＾o＾●）
 （第一野の花学園 田川 瞳）
描いて～♪

塗って～♬

野の花学園勤続 46 年！
山本 道廣さん

夏野菜がずらり

野の花富楽和の裏口には、たわわに実った、ナス、
オクラ、ピーマン、バジル、枝豆の夏野菜が育って
います。その農園主は勤続46年の大ベテラン、山
本道廣さん（愛称：みちひろ先生）。通所事業の利
用者さんと今日もせっせと草むしり。野菜づくりも
福祉も人生も…楽をせず地道な手仕事の積み重ね
が実を結ぶ。みちひろ先生の、くたくたになった作
業着がそう物語っているようでした！

（野の花富楽和 塩原 光）
大きな貝殻☆
どこに置こうか迷うな

手作り！ 貝殻アート
第三野の花学園では7月18日の余暇活動で、夏の海をイメージし貝殻や砂を
使った工作を行いました！
瓶の中にカラフルな砂を敷き詰め、好きな貝殻を選んで自分好みに飾り付け
をします♪白い光沢のあるビーズを置いて真珠に見立てたり、ラメをかけて砂
浜のキラキラ感を演出したりと、それぞれの作品に工夫や個性が見られまし
た！なかなか外出できませんが、きれいな海に行った気分で楽しみました♪

（第三野の花学園 立石 早彩）
広告
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発行責任者／社会福祉法人野の花学園

【限定】
2 個セットは
1,500 円です

発行／野の花だより編集委員会

【限定】
金色バージョン
おみくじ付 1,000 円
もあるよ！

1 個セット 650 円

９

月

楓ノ助さん、石津 遼河さん、
美夢さん、張 宗泰さん
（松島小学校５年生）

発行日／令和２年

命名：頴河
中村

33

号

福岡市立ふよう学園では年末年始に向け、干支置物の
製作に励んでいます。来年の干支は「丑」年。笑顔と癒
しをテーマに「にっこりと、心安らぐ健やかな一年にな
りますように…」という願いを込めて作っています。
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、「花丑（はなうし）」に決定しました。
今回の1個セットは赤色です。魔除けや疫病を払うと言われている福島県会津地方の郷土玩具「赤べこ」にあやか
りました。コロナウイルスに打ち克ち、みなさんが健やかに過ごせますようにとの思いが詰まった「花丑」
、是非手
にとってご覧ください。
1個セット650円、2個セット（限定販売）1,500円に加え、今年は金色の1個セット（おみくじ付き）1,000円で
限定販売します。令和2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
✿ 2021 年デビュー「花丑（はなうし）」✿
（ふよう学園 木下 歌）
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モーじき、出番です

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

−
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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。

実績０件

※あたたかいご支援に感謝申し上げます。

・総合メディカル株式会社 様

・整骨院

倉樹 様

・南福寺 様

０９２

７月１日～８月 31 日

ＴＥＬ

寄付御礼

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

●苦情受付状況

・中央福岡ヤクルト販売株式会社 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
「助けることは助かること」。これは昨年12月アフガニスタンで銃弾に倒れた、故・中村哲医師が
支援に携わる者の信条とした言葉です。中村医師は現地の人々と寝食を共にし泣き笑い、共に生きることが援助
の根幹を成すと言います。
新型コロナウイルスが拡大する昨今、献身的に現場で奮闘する医療・福祉従事者を応援する声も聞きます。し
かし野の花学園は支援する側が献身的に一方的に助ける支援ではなく、利用者の方々と共に生きる支援を大切に
してきたのではないでしょうか。60周年の節目を迎えるいま、本誌33号の記事ひとつひとつが「共に生きる」現
場の声となって読者の皆様のお手元に届くことを願ってやみません。
（野の花富楽和 塩原 光）
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−
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野の花だより／第

いよいよ10月1日予約受付スタート！

