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本年４月１日より、福岡市立西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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西フレンドホームでは、福岡市在住の子どもから大人まで様々な障がいのある方
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を対象に、文化 教 室 及びサークル活動を通して皆様の豊かな生活を営めるよう余暇
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活 動の場 を提 供しています。各 フレンドホーム（博 多、南、東、城 南、早 良）との
りようしゃ
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連携を強め、利用者の皆様の要望を細かに聞き取り、よりニーズに合った教室運営
め

ざ

まい

を目指して参ります。
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文化教室、講習室利用、地域啓発・交流事業、相談事業などいろいろなメニューで、障がいのある方やご
かぞく

ちいき

こ

しょくいんいちどう え が お

ま

家族、ボランティア、地域の方々など、皆様のお越しを職員一同笑顔でお待ちしております。
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第 50 回毎日社会福祉顕彰受賞！！
福祉の向上に尽くした個人、団体を表彰する第
50回毎日社会福祉顕彰（毎日新聞東京・大阪・西
部社会事業団主催）に、当法人が選ばれました。
1959年の創立から60周年を迎えましたがこの
実績を評価されたもので、創立60周年に華を添え
ることとなりました。
（法人本部 溝口 朗）

栄えある
受 章

賞牌の贈呈式（法人本部にて）

瑞宝双光章
二川 博満（71歳）

第一野の花学園 支援員

福岡市長感謝状、福岡市社会福祉協議会会長感謝状
大坪

哲平（45歳） 勤続24年

福岡市立障がい者スポーツセンター 館長

福岡市社会福祉協議会会長表彰状
小方

表賞状

公的な業務の功労者として瑞宝双光章を受章
（元空自西部航空方面隊司令部支援飛行隊長）
福岡市社会福祉協議会会長感謝状
松田

孝幸（41歳） 勤続21年

山下

亨（48歳） 勤続13年

瓜生

真紀子（34歳） 勤続13年

野の花富楽和

野の花富楽和

支援主任

国恵（49歳） 勤続28年

西区第２障がい者基幹相談支援センター
支援課長

広告
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第一野の花学園

施設長

支援係長

広告

広告

入賞するかな？私の作品
ふよう学園では、隣接する福岡市立東障がい者フレン
ドホームで行われている余暇活動に参加しています。今
回は絵画教室に６名の方が参加しました。
絵画のテーマは「わたしが選ぶNo1おうちごはん」で
す。みなさん美味しそうな料理をいっぱい描いていまし
た！
完成した作品は作品展に応募し、福岡市美術館に展示
されます。前回の出展時は、入賞作品もありましたので
今回も選ばれる作品が出てくるかもしれません。とても
魅力的な作品ばかりですので、ぜひご覧になっていただ
けると嬉しいです！
（ふよう学園 中村 健登）

令和２年９月２日、西障がい者フレンドホーム
に内浜中学校の生徒様より花火プロジェクトを通
じてポスターをいただきました。施設内に掲示し、
利用者や職員の方もバーン！っと明るい気持ちに
なります。有難うございました！

明るく照らしてくれ
ています

（西障がい者フレンドホーム

第二野の花学園

田川

完成～♪

【内浜中学校 花火プロジェクト】
現在感染症の影響により、様々な場面で社会の
ために我慢したり、密を避けたり、イベントの規
模が縮小、中止、延期されるなど、私たちの生活
で当たり前に行えていたことが当たり前ではなく
なってきています。また、その社会、地域の元気
がないようにも感じます。
そんな時こそ、日ごろ地域の皆様にお世話になっ
ていて、今エネルギッシュな私たち中学生が地域
を盛り上げていく必要性があると感じました。こ
のような理由から、地域社会を盛り上げ、医療従
事者の方々へのお礼を込めてこのプロジェクトを
実施しました。
人生に一度の2020年の夏を大切にしていただき
たい思いで、花火のポスターを作製しました。
＜内浜中学校生徒一同＞

内浜中学校 “ 花火 ” のプレゼント



いいかんじ！

瞳）

おまつり「ワッショイ」

第二野の花学園では、10月２日に「観月会」
、８日に「第二まつり」を開催しました！
観月会ではお月見にちなんだお話やレクリエーションを、第二まつりでは、午前中に射的ゲームとボールすくいを行い、
皆さんとても楽しまれていました。特に射的ゲームでは全員に景品が当たり、嬉しそうな笑顔があちこちで見られました。
午後は全員で「炭坑節」と「アンパンマン音頭」でワッショイワッショイ踊りです！観月会、第二まつりが終わって、利
用者さんから「良かった～」との声。秋の雰囲気と、お祭り気分で楽しかったですね★
（第二野の花学園 岩 宏樹）

沢山すくえ

るかな

「ねらってねらって～」

飾りつけも楽しいです

広告
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秋と言えば！？
いろいろな秋がありますが、秋と言えば・・・
野の花学園にも秋の便りが届いています

art

芸術の秋 Autumn of

利用者さんの作品：「automne」
大野城市障害者支援センターまどかゆいぱるの利用者さ
んの作品です。秋はフランス語でautomne(オトンヌ)。
作品にも美味しい秋の食べ物が描かれています。
実際に作品をご覧になってください♪

（まどか・ゆいぱる 井之 小弥加）

Appetite

ふかしイモ～

食欲の秋

大学イモ～♪ ^o^

スポーツの秋

利用者さんと職員の作品：「秋の色どり」
第二野の花学園生活介護では毎月壁画を作り飾ってい
ます。
９月は「秋の色どり」と題して利用者さんの手形を葉っ
ぱに見立て作品を作りました。他にも落ち葉やドング
リ、コスモスを模ったものを散りばめ、秋らしい作品
へ仕上げました。
（第二野の花学園 岩永 真美）

秋と言えばスイートポテート！
さつまいもの大収穫を行いました！
つくしぴあでは普段から、畑に興味がある方を中心に除草
作業や収穫などを行っている畑があります。その畑で採れ
たさつまいもということで、皆さん収穫した際は思わず笑
顔に！採れたさつまいもは調理をして、皆さんで美味しく
召し上がって頂きました。 （つくしぴあ 元田 鴻子）

Love Sports

！

しめますよ

一人でも楽

お一人様からＯＫ！ 楽しく運動はじめませんか？
福岡市立障害者スポーツセンターでは利用者の皆さんに、もっともっと運動
を楽しんでもらえるように、応援アイテムと企画を準備しています。
プールでは、泳いだ距離に応じて、「もしも電車だったら」どこまで進めた
のかをスゴロクのように記録していく『西鉄天神大牟田線プールの旅』が人気
です。
卓球室には一人で来ても楽しめるよう色分けされたペットボトルを立てて
「的」にしたゲーム『ペットボトルチャレンジ』があります。複数人でワイワ
イしたい時は『目指せ1,000本ラリー』をどうぞ。ラリー数を楽しく記録でき
るよう準備しています。
（スポーツセンター 柿本 裕貴）
広告
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みんなウキウキ 「秋まつり」
MYP48 にメロメロ（？）デビュー☆

広告

大野城市障がい支援センターまどか・ゆいぱるでは10
月２日（金）に秋祭りを開催しました。
第一部では、大野城まどかピアにて大道芸人“シロップ”
さんによるジャグリングやパントマイムに
「あっ！」
と驚き、
目が釘付けに…。その後は期待の新生「MYP48」
（ゆいぱ
る若手職員代表３人組）のスペシャルライブです♪突然の
アイドル( ？ )登場に会場は驚き！割れんばかりの声援と拍
手喝采で大盛り上がりとなりました！＞＿＜！
第二部のまどか・ゆいぱるでは、知る人ぞ知る、あの名
店の豪華弁当に舌つづみ！輪投げを楽しみながら、最後は
お待ちかねのスイーツカー登場☆ ７種類のフレーバーで
好みの味を選べるワッフルパフェ！に大満足♡♡
お腹も気持ちも満腹の秋祭りとなりました。

（まどか・ゆいぱる 小西 朱鳥）

私たち MYP48 です！

さぁみんな一緒に～！
恋する～フォーチュン♪
クッキー♪

就労移行支援就職先の企業様にインタビューしました！
第三野の花学園の就労移行支援を経て就職した方の、企業担当者様にインタビューを行いました。
今回、2年前に就職し、洗浄作業や盛り付けなどを行っているHさん（男性）について、お話を伺っています。
〈魚国総本社パナソニック福岡支社 店長 上野様〉
●Hさんを採用していただいた決め手は何ですか?
→女性従業員が多い中、若くて力作業のできる人を探していたからです。
●Hさんの仕事中の様子はどうですか？
→最 初の頃より体力がついてきて、重たいものも運べるようになってきました。
気分に左右されて作業が思うようにいかない時もありますが、毎日頑張ってくれています。
●Hさんに仕事を任せて良かった点はありますか？
→仕事が丁寧で、覚えるのも早いです。そして力持ちで、助かっています。
日々の丁寧なご指導・ご配慮のもと、本人の長所を生かして働きやすい環境を作っていただいています。
上野店長、お忙しい中ご協力いただきありがとうございました。

（第三野の花学園 丸山 瑠寧、立石 早彩）

ハロウィン壁画をつくったよ♪
放課後等支援事業 どんぐりルームでは、ハロウィンの壁画を子
供たちと一緒に作りました。画用紙を切って、目や口にシールを貼っ
て完成させました。アレンジできる子は、マジックで顔を書いたり
画用紙の切り端を使って鼻にしたりと工夫して楽しんでいました。
早く作り終わった子の中には、ハロウィンとは関係ないものを
作っていましたが、とても楽しそうに作っていました。

（放課後等支援事業 どんぐりルーム 伊達 光次）
広告
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個性光るオリジナル
「うつわ」
が完成！

広告

早良障がい者フレンドホームでは10月にこども陶芸
教室を開催しました。スタートは粘土の状態からです。
形を整え、素焼きへの色付け体験まで行いました。長
い工程をひとつひとつこなしていきます。参加された
子どもたちはそれぞれが、何色でどんな絵を描くか悩
みつつも創意工夫を凝らしながらステキな作品を仕上
げていました。

（早良障がい者フレンドホーム 浦川 直子）

① 粘土

② 素焼き

③ 絵付け

④ 完成～！

みんなのステキな
作品ができました！

新鮮な糸島産やさい出荷中～

五灯館「農業体験」

志摩日々菜々では週に一度事業所周辺の方々から新
鮮野菜を集荷し、ファームパーク伊都国に出荷してい
ます。近所の方々同士の交流の場となり、野菜づくり
も教えて頂きます。
出荷した野菜は、志摩イオン・笹丘イオン・マリナ
タウン・ファームパーク伊都国の伊都国即売会などで
販売されています。近所の方の愛情と利用者さんの
「売
れるかな」というワクワクが詰まった野菜です。是非、
商品を見かけたら手に取ってみてください。

（志摩日々菜々 岡村 安希）

五灯館大学校では、色々な「学校」
と連携を取っています。その一つ
が「福岡県農業大学校の農業体験」
です。この取り組みは、障がいの
ある人の雇用や収入向上につなが
るだけでなく、農業分野の高齢化・
人手不足といった課題の解決、更
みんな真剣です
には地域の活性化につながること
が期待されています。今回は「ブドウとイチジクの収穫
調製体験」に参加させていただきました。
五灯館大学校では、11月末に専願入試、１月末には一
般入試を行う予定です。詳しくはお問合せ（TEL 092707-0154）いただくか、ホームページなどをご覧くだ
さい。

（五灯館大学校基礎課程本校 瀬戸 淳司）

新鮮～♪

ゆいぱるの突撃訪問

値札貼は丁寧に！

お弁当で利用させていただいている「はたなか」さんを尋ねて訪問しました。

ゆいぱる（ゆい）
： お届けいただくお弁当のメニューですが、たくさんあって、いつも楽しみにしています！
はたなか（はた）
：	ありがとうございます。メニューは、管理栄養士を中心に偏りのない献立を作成し、
調理法にも旬の食材を活かす工夫と手間ひまをかけています。
ゆい： 利用者さんの人気No.1はダントツで『からあげ』です。職員にはイベント弁当が好評です。
はた：	からあげは看板メニューです。
『はたなか』は、栄養素が壊れがちな冷凍食品や加工品を避け、
手作りにこだわっています。手作りだからこそ実現できる、地域特製コラボ弁当は地産地消の
観点からも好評です。
ゆい： いつもありがとうございます。これからもおいしいお弁当、楽しみにしています♪
最後にPRをお願いします！
はた： これからも安心、安全を第一優先に(保健所の衛生検査では地域No.1の評価！ )
手作りにこだわり、食を楽しむ、わくわくするお弁当をみなさんへお届けします。
利用者さんも笑顔に
なるお弁当 (^v^)

（まどか・ゆいぱる 吉田 史朗）
広告
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「冬ギフト」
「クリスマスギフト」

34

号
発行日／令和２年

キャリアサポートセンター内で

事務所の引越しを行いました

11
10

日
発行責任者／社会福祉法人野の花学園

10月17日・18日に次のとおり、引越しを
行いました。お越しいただく際はご注意下さ
い。
（法人本部 田中 義秋）

月

今年もなのみ学園のギフトクッキーの時期がやって
きました！今回は、
「冬ギフト」と「クリスマスギフト」
の2種類をご用意しています。大切な方やお世話になっ
た方にクリスマスやお歳暮の贈り物として、自分への
ご褒美に、なのみ学園のクッキーはいかがですか？
「冬ギフト」は800円、1,800円、
2,800円の３種類、
「ク
リスマスギフト」は450円・750円の２種類で販売を予
定しています。クッキーの種類もたくさんありますの
で、チラシやホームページなどご確認ください。皆さ
んからのご注文を職員・利用者一同心よりお待ちして
おります！

（なのみ学園 大塚 南実）

キャリアサポートセンター
住所：福岡市中央区天神２丁目１３－１７
恒松ビル４階・６階
■変更になる事務所・事業所
野の花学園本部
：４階
キャリアサポート福岡：６階

→
→

６階
４階

（五灯館大学校専門課程本校）

歩こう♪

歩こう～♪

※あたたかいご支援に感謝申し上げます。

・南福寺雑巾会 様

０９２

実績０件

−
13
−
17

ＴＥＬ

寄付御礼

福岡市中央区天神２

９月１日～ 10 月 30 日

※障 害者就業・生活支援センター野の花（４階）
は変更ありません。

こんにちは、第一野の花学園です。暑い夏が終わり、活動の一環であるウォー
キングが再開されました!!夏の間はなかなか外に出られなかったため、みんな大
はしゃぎです(≧▽≦)
準備万端＆気合十分で山登りをしたり海へ散策行ったり、施設の敷地内でひな
たぼっこやシャボン玉・ボール遊びをして皆さん元気いっぱいです!

（第一野の花学園 本庄 初音）

●苦情受付状況

発行／野の花だより編集委員会

クッキーギフトのお問い合わせ先はこちら！
福岡市立なのみ学園 TEL：092-511-1128

で
ウォーキング
♪
ュ
シ
ッ
レ
リフ

野の花だより／第

広告

なのみのクッキー♪で

広告
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９９８７ ＦＡＸ ０９２ ７１７ ９９８８
ホームページ
http://www.nonohana.or.jp

●編集後記
日増しに秋の深まりを感じられる季節になりましたが、今年は新型コロナウイルスがあるので体
調管理には気をつかいますね。皆さんいかがお過ごしですか？コロナと共存する生活にも慣れてきて気も緩みが
ちになってしまいますが、今一度気を引き締めてこの状況を乗り切りましょう！
まどか・ゆいぱるでは、利用者・職員待ち望んでいた「秋まつり」を開催しました。例年は保護者・地域の方々
を呼んでいますが、今回は感染予防対策ということで、ソーシャルディスタンスを保ちながら楽しみました。色々
な事が制限されている中で、久しぶりの行事だった為、皆さんにはとても喜んでいただけました。

（まどか・ゆいぱる 井之 小弥加）
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