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野の花学園 〜ずっと、もっと、福祉に〜

野の花だより
謹んで新年のご挨拶を申し上げます

福岡県太宰府市 宝満宮竈門神社

新年が皆様にとって幸多き年となりますように心から祈念いたします。
・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、ちくぜん、ちくし
・放課後等デイサービス野の花
今津、姪浜、下大利、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、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
・福岡市立障がい者スポーツセンター
・福岡市立障がい者早良フレンドホーム
・福岡市立障がい者西フレンドホーム
・筑紫地区地域活動支援センター つくしぴあ

第一野の花学園竣工記念絵画「春夏秋冬」

岩城法律事務所

弁護士 岩城和代・弁護士 岩城
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第一野の花学園竣工披露
創立 60 周年記念碑除幕式！
11月25日（水）に第一野の花学園の竣工披露並びに
創立60周年記念碑の除幕式を行いました。
除幕式では 古藤 英俊 様（今津校区自治協議会長）、塩
川 隆三 様（第一野の花学園保護者会長）、梶山 直之 様（第
一野の花学園利用者会長 ）
、林 宗一 様（野の花学園後援会
長）
、野の花学園 福田 量 理事長、安元 照貴施設長によ
り紅白のロープが引かれ、創立60周年記念碑があらわ
れました。記念碑には福田理事長が書にした野の花の
歌の歌詞が彫られています。（法人本部 田中 義秋）

色とりど～り！紅葉狩り

障がい者スポーツ紹介～ボッチャ～

第三野の花学園では11月28日（土）、朝倉市に
ある秋月城跡へ紅葉狩りに行きました！！ひんやり
して人も少なかったので、ゆったりと散策できまし
た。赤・黄・緑と色鮮やかな景色で、川の流れや風
の音が心地よく、とっても癒さ
れました♪屋台やお土産屋もた
くさんあり、たこ焼きやソフト
クリームを食べたり、家族への
お土産を選んだり、皆さん思い
思いに紅葉を満喫しました。こ
の景色をカラー写真でお届けで
きないのが残念です。
（
 第三野の花学園 立石 早彩）
気分爽快♪

ボッチャとは重度脳性麻痺などの障がいを持った方でも
参加できるよう考案された競技で、パラリンピックの正式
種目にもなっています。
ジャックボール（目標となる球）という白い球に、それ
ぞれのチームが球をいかに近づけるかを
競いますが、誰でも参加できるようボー
ルの投げ方は、上投げでも下投げでも、
転がしたり、蹴ったり、ボールを転がす
！
それ
ための補助器具も使用できるようになっ
ています。様々な障がいのある方々と無
い方が一緒に楽しめるスポーツです。
（障害者スポーツセンター

柿本 裕貴）

～第７回 野の花チャリティーゴルフ大会～

秋空のもと150名が腕前を競う！

ナイス
♪
ショット～

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（水）筑紫ヶ丘ゴルフクラブで開催されました。今年で
第７回目となる大会には、関係各方面より150名が参加。晴天にも恵ま
れ、絶好のゴルフ日和の中、参加者がその腕前を競いました。
今年は、コロナ禍での大会ということで、大会実行委員会では、参加
者全員の検温の実施や３密防止のため表彰式の省略など、あらゆる感染防止対策をゴルフ場とともに講じながら、皆
さまが安心してご参加できるよう取り組み、第7回大会を無事終えることができました。
また、今大会を通じて256,000円を上回るチャリティー金を野の花学園後援会より「社会福祉法人 野の花学園」
に贈呈していただきました。野の花学園後援会をはじめ、ご参加いただいた皆様、及び本大会へご協力いただいた企
業等の皆さま、本当にありがとうございました。
少し気が早いですが、次年度の第8回大会は、令和３年11月11日（木）筑紫ヶ丘ゴルフクラブで開催予定となって
おりますので皆さまのご参加をお待ちしております。

（第７回野の花チャリティーゴルフ大会 実行委員長 宮地 博司）
広告
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今年 は どんな かんじ ?
昨年、日本漢字能力検定協会が発表した一年を表す
漢字は「密」でした！野の花学園の施設長の思う今年
の目標や、今年を表す漢字を考えました！

「進」第二野の花学園

施設長

「少」第三野の花学園

施設長

堤

「生」第一野の花学園

正直

施設長

安元

照貴

2020年は、新型コロナウイルスの対応で、利用者・
私の昨年の漢字は「命」でした。今年はいよいよ利用
保護者・職員共に、耐える事も多い一年となりました。 される方々に生活では「楽しく生きる」
・日中活動では「生
2021年は、
「進」という漢字を目標にしたいと思います。 き生きした活動」ができるように、私とスタッフが常に
３つの進 進歩の「進」 物事が良い方向へ進む
考えて、実践していく年にしていきたいと思います。
前進の「進」 前に進む
進化の「進」 新しく変わって行く
「感」ふよう学園 施設長 古川 慎太郎
宮地

2021年は新しい事柄に触れ変化を感じる年にしたい
と思います。一刻一刻の出来事に声や表情、色や風景な
ど五感に触れて自然に感じ取るということをもっと大切
にして野の花学園を良くしていきたいと思います。

博司

「ちょっとやってみようか…」から始まった社会人生活
も早20年。
「とにかく、ちょっとやってみるか…」これは結構大切
なことだと思っています。今年もそれぐらいのことしか、
できそうにないので、今年の漢字は、その“ちょっと”の
「藹（あい）」野の花富楽和 施設長 山下 亨
意味の「少」にしておきます。
「処人藹然」（しょじんあいぜん）ひとに対するときは、
いつもなごやかに。他人には親切で優しい。六然訓の教
「一」なのみ学園 施設長 阪本 光紀
えのひとつになります。今の私には、ほとんどできてい
○利用者・職員満足度日本「一」の施設を目指したい。
ませんが。また、「和気藹々」（わきあいあい）。語源は
○安全・安心を第「一」に考えた支援・施設運営を行いたい。 「和気藹として寓に充つ」（わきあいとして、ぐうにみつ）。
○新たな「一」歩を踏み出す新しい時代の幕開けとなる年 やわらいだ空気がなごやかに広がり、寓（住まい）に満
にしたい。
ちていることを意味します。

「安」児童発達支援センター野の花

施設長 小野 真一郎

令和3年度は、これまでにないほど多くの新しい児童
の入園が予定されています。コロナ禍も終息し、
「安らか
な」日常が戻り、こどもたちが「安心」して、のびのび
と駆け回って遊ぶことができる日々が一日も早く訪れる
ことを願います。

「開」障がい者スポーツセンター

館長

大坪

哲平

前向きに考え開ける【開】にしました。一日も早くい
つもの生活に戻れる事を願い、皆様の来館をお待ちして
おります。
〇開始～活動の開始。
〇開運～幸運が訪れる。
〇再開～再び始まる。
〇開発～ワクチンの開発。
〇打開～この状況を打開する。
「応」つくしぴあ 施設長 岩田 吉史
〇開催・開会～オリ・パラ、主催教室・大会の開催、開会。
今年の干支である【丑】（干支の順番の話）のように、
〇全開～スポーツを全力で行う。
自分（法人・事業・個人）の特性を活かし、利用者やそ
の家族の声にゆっくりではあるものの、ひとつひとつ誠
実に応(こた)えられる１年にしたいです。
「思」西フレンドホーム 施設長 是木 章吾
「思」は、上の「田」が人間の脳を表し、下の「心」が
心臓を表しています。一部の方にしかご利用いただけて
野の花学園を利用される方々、携わるすべての人々が、 いないこの現状を変えるべく、頭と心の両方で考え、新
ふれあいや助け合いなどの人の和を通じて、笑顔で過ご 規の方にもご利用いただけるよう全力でアピールしてい
すことができるようにという想いを込めました。
きます。

「和」早良フレンドホーム

施設長

渡邊

伸也

広告
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志摩日々菜々の

広告

一大イベントが待っています！

一年があっという間に過ぎていく中で、志摩日々菜々
のみかん達は大きくなり、色づき始めました。
スーパーには様々なみかんが並んでいて目移りしそ
うですが、志摩日々菜々はこれからが本番です！みか
ん山では、『収獲』という一大イベントが待っていま
す！！
「昨年よりも美味しくて形の良いものを・・・」とい
う思いで、今まで除草・剪定・摘果・消毒に追肥・・・
と取り組んできました。事業所がみかんでいっぱいに
なることを、今から願っています！
（志摩日々菜々 石川 圭太）

他のものを大きく
するために摘果し
たデコポン・はるか

大きくなーれ！と
肥料まき中・・

就職者多数！皆さんおめでとうございます！キャリアサポート天神の就職者報告
キャリアサポート天神では9月から11月にかけて4名の就職者が
出ました。コロナウイルスの影響が就職活動にも出ておりましたが、
一人一人の努力と諦めない気持ちが結果として出たのだと感じて
おります。以下は4名の方の就職先です。
①20代男性・発達障がい・・・医療機器倉庫：ピッキング作業
②30代男性・知的障がい・・・ゲーム会社：テストプレイヤー
③40代男性・身体障がい・・・事務：経理業務(在宅ワーク)
④30代男性・精神障がい・・・ドラッグストア：品出し作業
今後は職場定着に向けた支援で皆さんをサポートしていきます。
現在、キャリアサポート天神では新規ご利用者様を募集しておりま
す。ご興味のある方は是非ご見学・体験をお待ちしております！
(キャリアサポート天神 吉田 正志)

真心を込めて作って
います (^v^)

お問合せ：キャリアサポート天神
TEL 092-406-8987
担当：吉田・島村

失敗もあるんだなぁ、訓練だもの

御礼！「花丑（はなうし）」のご注文多数！
ふよう学園の干支の置物「花丑」は、大変ご好評にて、
たくさんのご注文いただいており、ありがとうございま
す！数量限定販売のゴールデンセットは完売し、遠くは
東京など、県外からもご注文いただきました。利用者さ
んもこのたくさんのご注文を励みに心を込めて一生懸命
に作成しています。
「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「花丑」は現在もご注文を承っ
ておりますので、ぜひ一度手に取って見てみてください！
（ふよう学園 中村 健登）

就職おめでとうございます

～居宅生活訓練事業 野の花富楽和～

将来的には地域で自立して、
自分らしく暮らしたい。でも3食・
支援・小遣い管理付きの施設生
活に身を委ねていると、実践的
な生活能力は身につかないもの。
居宅生活訓練事業では、施設が訓練用の賃貸住居を確
保し、より実践的な生活訓練を行いながら利用者さん
の地域移行を支援しています。
定期的に支援員がお部屋を訪問して、食費や日用品
費の手渡し、買い物同行、レシート確認、自炊の見守
りなど、利用者さんそれぞれの課題に合わせて必要な
支援を行います。自炊が続かなかったり、食費がタバ
コ代に消えてしまったり。失敗もある、訓練だもの。
明日はうまくいきますように…！
（野の花富楽和 塩原 光）

広告

広告

信頼される明日の

本社： 福岡県うきは市吉井町清瀬４７７－４
かがし屋 検索

−4−

ＴＥＬ ０９４３－７５－２１５５

広告

花丸笑顔な毎日を
（^o^）
v
あっという間に一年が過ぎ去り新たな年を迎えました。
令和２年は皆さんにとってどのような一年でしたか？
今までとは違う生活様式やスケジュールに戸惑うことも
ありましたが、なのみ学園は常に笑顔！安全・健康に十
分に気を付けて毎日を過ごしています。なかなか外出も
できずに、暗い気持ちになることもありましたが、ソー
シャルディスタンスを保ちながら施設内でできるサーク
ル活動や余暇活動に取り組み、「楽しいね！」と溢れん
ばかりの笑顔とともに皆さんと楽しい時間を過ごすこと
ができました。
寒さや風邪等のウイルスにも負けず、
令和３年も利用者・
職員一同笑顔を絶やさず、作業・訓練に励んでいきます！

（福岡市立なのみ学園 大塚 南実）

まるで結婚式！？ まどか・ゆいぱる「慰労会」

南ん子太鼓さんの
迫力ある演奏！！

大野ジョーくん参戦♪♪

豪華な食事だ！

似顔絵似てるかな～！！

11月６日（金）「グランドエンパイアホテル」にて慰労会を行
いました。ホテルのバスに乗って会場まで出発！！会場に到着
すると結婚式の様な雰囲気！！
大型スクリーンを使用したオープニングムービーや豪華な食
事、また催し物では迫力のある「南ん子太鼓」やスクリーンを
使用したレクリエーション、異動した職員、ゆいぱるのアイド
ルこと「MYP48」（ゆいぱる若手職員３人組）からのビデオレ
ター、そして大野城市のPRキャラクター「大野ジョーくん」も
参戦し大盛り上がり♪♪
最後には、慰労の意味も込めて「似顔絵」のプレゼントを行い、
エンドロールも流れ、まるで結婚式に参加している様なひとと
きでした♪♪

（まどか・ゆいぱる 中川 誠）

人気ナンバー１ は 掃除機です！？ 放デイ野の花 姪浜 活動紹介
放課後等デイサービス野の花 姪浜では、学校がお休みの日にはみんなで事業所内の清掃を行っています。掃除機
がけ、机の台拭き、お庭の草取りなどなど…。一番人気は掃除機！みんなで交代しながら部屋の隅々まで綺麗にして
います。室内活動では干支にちなんだ制作をしました。ネズミ年からウシ年へ。好きな絵柄を選んでちぎり絵や色塗
りをしました。お家に帰って飾るのが楽しみですね。

（放課後等デイサービス野の花 姪浜 清永 美佳子）
掃除機ゲット
です

ネズミ年も
あと少し～
かわいくできた～

広告
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草取り完了！

広告



12月14日（月）
、令和３年度の第一次の内定式をふく
ふくプラザで開催しました。福田理事長より歓迎の挨拶
があり、12名の内定者の皆さんからは緊張と熱意が伝わっ
てきました。４月にまたお会いしましょう！

（法人本部 平田 美和夏）

野の花だより／第

広告

令和３年度入職者 第一次内定式

号

35

発行日／令和３年

巨大ゴリラ！現る！！

福田理事長より
歓迎の挨拶

発行／野の花だより編集委員会

川口

発行責任者／社会福祉法人野の花学園

福岡西ロータリークラブ 様 よりご寄附

４

日

内定者 12 名と一緒に

１

月

ちくぜん野の花では、筑前町安の里公園のお
祭りに行ってきました。1つの藁人形で作られ
た巨大ゴリラが目の前に現れ、予想以上の大き
さと迫力に利用者、職員共にびっくりしました。
皆で写真撮影やゴ
リラについての話
大迫力
題で大盛り上がり
でした。
 （ちくぜん野の花
松下 潤平）

浩治 様 よりご寄附

12月15日 川口 浩治 様より多額のご寄附を贈
呈いただきました。
利用者の方が安心安全にご利用できるようご寄附
を活用いたします。
（法人本部 溝口 朗）

贈呈式
（野の花学園本部にて）

贈呈式
（野の花学園本部にて）

福岡市中央区天神２

12月８日 福岡西ロータリークラブ様より多額
のご寄附の贈呈がありました。早速、利用者の皆さ
んのインフルエンザなどの感染対策に効果を発揮す
る空気清浄機を購入させていただきました！

11 月１日～１2 月３1 日

寄付御礼
実績０件

※あたたかいご支援に感謝申し上げます。
・野の花学園後援会 様

・福岡西ロータリークラブ 様

・川口

浩治 様

−

広告

広告

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

●編集後記
新年明けましておめでとうございます。皆様いかがお過ごしでしょうか？
昨年は突然の未知のウィルス感染拡大、世界的な外出自粛というこれまでにない経験でした。しかしオンライン
や様々な事も普及し、支援の幅が広がった事で今までにない気づきを得られたように感じています。今年も利用
者様が安心してサービスの利用が出来るよう野の花学園職員一丸となって努めてまいりたいと思います。笑顔を
絶やさず素敵な一年にして行きましょう！
（障害者就業・生活支援センター野の花 足立 好弘）

−

−

−

−6−
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・林ホールディングズ株式会社 様

０９２

●苦情受付状況
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