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令和３年６月１日付で第一野の花学園の施設長に就任致しました。
しんがた

かんせんしょう

たいさく

ねんめ

しゅうそく

め

ど

た

新型コロナウイルス感染症の対策も２年目となりましたが、終息の目途も立たな
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新型コロナワクチン接種については、第一野の花学園の施設入所者の方は８月11
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２日程で皆さん落ち着きいつもの生活を過ごしています。この２年間、施設内でク
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ラスターの防止に努め、職員に対してもワクチンの全員接種、感染症対策の徹底・定期的な抗原検査を実施
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し、利用者の皆様の安心安全を最優先に考えてまいりました。
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当法人では、障害の有無にかかわらず、相互に個性の差異と多様性を尊重し、人格を認め合う共生社会の
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実現に、努めておりますが、併せて第一野の花学園では、サービスの質の向上ときめ細やかな支援を目指し
おも

ていきたいと思っております。
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はながくえん

（第一野の花学園

スポーツセンターから世界一！

おめでとう
ございます！

弁護士 岩城和代・弁護士 岩城

施設長

つつみ

堤

まさなお

正直）

話人さん
世
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ー
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ー
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グ
募集します！

障がい者スポーツセンターでは、8/24 ～ 9/5に開
催されたパラリンピックが話題になりました！特に福
岡で主に活動されているバドミントンの梶原大暉選手
と女子マラソンの道下美里選手の金メダルです。梶原
選手は、当センターも利用されています。
ぜひ、このパラリンピック
を機会に当センターへご来館
ください。コロナ対策のエチ
ケットは必須ですよ！
（障がい者スポーツセンター
松井 萌々花）

岩城法律事務所

しせつちょう

広告
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野の花学園が運営する次のグループホームで世話
人を募集します。
主な業務は、入所者の朝夕の食事をご準備いただ
くことになります。お料理が好きな方、障がい者の
支援にご興味がある方など、経験や年齢は問いませ
ん。

■第一野の花学園グループホーム

住所：福岡市西区今津4820-2
T E L：092-806-4514 担当：市川（いちかわ）
＜福岡市西区内に14か所＞
・小戸 ４か所
・姪の浜 １か所
・今津 ４か所
・福重
３か所
・下山門団地 ２か所
広告
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第二 のお祭り開催♪
夜須高原は朝夕はめっきり涼しくなり、秋の訪れ
を感じます!(^^)!
今年も開催された第二祭り‼いろんな景品が揃っ
た商店やボールすくいゲームなどが開店しま
した。
手にした景品にニッコリ。
そして祭りの最後を飾ったのは夜空にあ
がった花火★
美しい花火の光は利用者さんのこれからの
希望の光になりますように♪

（第二野の花学園 青井 大吾）

ドドンドン！

はっぴで
ハッピー♪

しゃれとん
しゃあ♪

ハーバリウム
第三野の花学園では8月7日にドライフラワー

ちいさな木

を使ってハーバリウムを作りました♡
皆さん興味津々です❀
ビンに好きな花やビーズ・石と専用のオイルを入
れて・・・完成☆お部屋に飾ったりお母さんにプレゼ
ントしたりと喜んでいただけました！お家で簡単に
作れるので皆さんもやってみてください（＞ｖ＜*）/

い♪

きれ

何色が
あうかな

そして、8月21日にはカラーサンドを作りました！
好きな色の砂を下から順番に入れていき、最後に小さ
な植木を入れて仕上げていくのですが、小さなスプー
ンで少しずつ砂を入れる作業に一苦労！頑張ったお
かげでキレイなガラスの鉢が出来ました☆
「地層みたい」「何色が合うかな」と夢中になって
作っていました！
（第三野の花学園 池尻 友）

みんな
真剣モード・・・

お母さんが
喜んでくれそう！

カワイイ おばけ！？ 誕生♪

トリックオア
トリート！

放課後等デイサービス野の花姪浜では、10

月にハロウィン製作をしました。画用紙を切ったり貼っ
たりする作業に苦戦しましたが、個性豊かで可愛いお面
を作ることができました(^^)
子どもたちは完成したお面をつけて、「トリックオアト
リート！」と支援員にお菓子を貰いに行き、ハロウィン
を満喫しました♪

（放課後等デイサービス野の花姪浜 安藤 詩織）
広告

カワイイおばけなら
こわくない ^u^
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堂々１位！

まどか・ゆいぱるでは、月替わりで「はたなか」
さんからお弁当の提供を受けています。
ボリュームのある、「はたなか」さんのお弁当は利用
者の皆さんから大好評です。先日、お弁当のおかず人
気ランキング調査を行ったところ、堂々の１位は「チ
キン南蛮」でした。やっぱり皆さんお肉が大好き！唐
揚げや牛肉コロッケ、エビカツも票を集めていました。
他にも週ごとにスペシャル弁当企画があり、料理長考
案メニューや、明太子の福太郎さんなど食品会社との
コラボ弁当、祝日や季節の行事に合わせたメニューが
あり、みなさんとっても楽しみにされています。ゆい
ぱるの食いしん坊な職員からも人気があります。

（まどか・ゆいぱる 佐藤 陽子）

ふよう学園の野菜畑
さっ！
そりゃ しょ！
い
どっこ

１位 チキン南蛮
２位 からあげ
３位 エビカツ
≪おかず人気ランキング≫
まどかゆいぱる
アンケートより

スペシャル弁当
も楽しみです♪

ふよう学園では5月下旬に植え
育てたオクラ、ピーマン、トマト、
しそ、ゴーヤが実り、みんなで収
穫して給食で美味しくいただきま
した！自分たちで真心込めて育て
た野菜は格別です♪
収穫後の畑は少し休ませたあ
と、また肥料を蒔いて、耕して、
次の作物を植える準備を行いまし
た。この秋からは「にんじん」に
愛情を注いで育てていきます。気
が早い！？ですがもう収穫が楽し
みです！

（ふよう学園 山口 友惟）

キッチンカーが お出迎え(＾o＾)v
キッチンカーをご利用されたことあります
か？？

障がい児・者アート★

9月25日に ちくぜん野の花 では余暇活動と
して敷地内にキッチンカーをお呼びしてテイクア
ウトランチをいただきました。今回はメニューの
チキンオーバーライスを注文し、いつもとは違っ
たランチになりました。食後のデザートも美味し
くて、最後までしっかりいただきました。コロナ
ウイルスの影響で外出が難しい中で、大満足のイ
ベントとなりました。

（ちくぜん野の花 松下 潤平）

ちく ぜん 野の 花の 前
にキッチンカー！

第13回 福岡市障がい児・者美術展
「福岡コアサイド・アート2021」
日程：12月16日（木）～ 12月21日（火）
９時30分～ 18時まで（入館は17時30分まで）
場所：福岡アジア美術館 ７階企画ギャラリー
（福岡市博多区下川端町３−１）

入場料
無料

車の中で
作ってる！

広告
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ペーパークラフトで自分の世界！
キャリアサポート福岡では9月11日にペーパー

クラフト作成を行いました。どのペーパークラフトを作
るか決める段階でそれぞれの個性がよく出ていました♪
実際に作成する際は、皆さん黙々ととても集中され、
シーンとした静かな時間に…
時間内に終わらなかった方は「家で続きをします！！」
と宣言して持ち帰り、完成したものを後日、持ってきま
した。
皆さんの一つ一つの完成品を並べてみると、こんな風
景がありそうな、なさそうな？ (笑) 絵本の中の一部が
飛び出してきたみたいでした！

（キャリアサポート福岡 工藤 大陸)

令和４年度 五灯館大学校入学願書

机に小さな世界
が完成♪

シーン・・・
（集中）

受付中！

一緒にがんばりましょう♪

五灯館大学校基礎課程では「学びと体験カリキュラム」を中心とした授業編成を行い、ともに成長し社会
に貢献できる人材育成を目指しています。只今、入学を希望される方の願書をお受付しています。

＜申込願書締切＞
＜受験資格＞

一般面接入試試験

令和４年 1 月 11 日 ( 火 ) 必着

面接までに体験（実習）・見学を実施された方

募集要項・入学願書はホームページに掲載しております。 (https://nonohana.or.jp/gotokan.html)
事前見学も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

（五灯館大学校基礎課程本校 瀬戸 淳司）

第 8 回野の花チャリティーゴルフ大会
野の花学園後援会（会長 林

宗一）主催

第８回チャリティーゴルフ大会が、11月11日（木）筑紫ヶ
丘ゴルフクラブで開催されました。
激しい雨が降ったり止んだりという天候ではありましたが、
大会の趣旨をご理解いただき157名の皆さんが元気にホール
アウトされました。
今大会もコロナ感染防止を考慮して表彰式を省略いたしま
した。
本大会のチャリティー募金は予定通り、野の花学園へ贈呈さ
れる予定です。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。
次回の第９回大会は、令和４年11月11日（金）筑紫ヶ丘ゴ
ルフクラブで開催を予定しております。皆さまのご参加をお待
ちしております。
（法人本部 松尾 鑑子）
広告

ナイス
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ご参加ありがとう
ございます！
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ののはな就職 最・前・線！
コロナ禍ではありますが、
今年も就職活動の時期がやっ
てきました。

ふよう学園 の訓練では
基本的な挨拶やスーツの着方
など、様々な内容のものに取
り組んでいます。
今回はスーツを着る練習を
行いました。

着こなし
てる！

！

カッコいい

新型コロナ対応マニュアル
野の花富楽和

対応マニュアルで
事前に研修

初めてスーツを着る方は緊張した
様子も見られましたが、いざ、ハロー
ワークに向かう時にはスーツをビ
シッと着こなしました。
就職することを目標に、みなさん
と一緒に頑張っていきます！
（ふよう学園 中村 健登）

令和３年９月６日、野の花富楽和では１名の利用者様が新型コ
ロナウイルス陽性と判定されました。陽性者発生を想定し用意して
いた対応マニュアルに沿って、陽性者の個室隔離とゾーニング、訓
練通り防護服、感染症専用マスク等を装着した支援を実施。また保
健所の指示のもと、翌日７日には近隣病院でのPCR検査実施、翌々
日８日には病院への入院。
こうした地域の関係機関との迅速な連携のもと、最悪の事態であ
るクラスター発生を防止することができました。
施設内での職員の連携、地域の関係機関との連携、そして利用者
様の理解と協力。入所施設を取り巻く全ての関係機関とのチームワー
クが危機対応の中で生かされました。 （野の花富楽和 塩原 光）

協力で強力パワー！
志摩日々菜々の糸島市クリーンセンターの草刈り。前回から半年も経

たないうちに・・・草たちが元気に生えてきましたー！雑草パワーに驚
きつつも、志摩日々菜々一丸となって草刈り、芝刈りを行いました。
草を取る係、カズラを取る係、草を集める係、草を運搬する係、草を
捨て込む係など利用者さんの出来ることを協力してそれぞれ取り組んで
います。
予想外の天候で暑さがついて回り、「なぜこんなに暑いんだ・・」と心
の中で思っていると、急に飛び出してきた虫に「わっ（＞＜）！」とな
りながら、みんなそれぞれの箇所が終わり、「ふーっ・・・」と一休み。
みかん山の方も元気な草が伸びているのだろうな・・・うぅ
みんなで協力すれば大丈夫！また頑張るぞ！

（志摩日々菜々 石川 圭太）
広告
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紅葉にも目も
くれず、カズ
ラ巻取り中！

機械が使えない所は
みんなで手作業です！
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オープンセミナー

（施設見学＆就職説明会）

10月２日（土）に天神
ビル（福岡市中央区）でオー
プンセミナーを開催しまし
た。
令和４年度の就職に向け
て活動されている方や、福
ご参加ありがとう
＜採用担当＞
祉のお仕事に興味のある方、 ございました
福岡市中央区天神２丁目13番17号
野の花学園への就職を検討中
キャリアサポートセンター６階
の方などが参加され、熱心な様子で耳を傾けてくだ
野の花学園法人本部担当：松尾
さいました。
（TEL）092-717-9987
採用ページ
今後も野の花学園について知っていただく機会を
QR コード
（FAX）092-717-9988
検討しておりますので、是非ホームページなどをご
（メール）recruit@nonohana.or.jp
確認ください。また、野の花学園の事業所や施設を
直接見学いただけるよう、随時、施設見学を受付け
ております。「採用案内」ホームページをご覧いた ■採用案内ホームページ（QRコード）
https://www.nonohana.or.jp/
だくか、採用担当までお問合せください。

（法人本部 松尾 鑑子）
saiyou.html

動画配信やってます♪

（YouTube ・ インスタグラム）
コロナ禍の中で、教室や催しを行
う機会が減り、また、そのような行
事に参加してもらうことも難しい中、
早良フレンドホーム では、パソコ
ンやスマートフォンを利用してご自
宅などから参加いただけるように講師の先生が行う教室の
様子などを撮影した動画配信をはじめています。
動画には早良障がい者フレンドホームのページのリンク
から辿ることができます。この機会に是非ご覧ください♪

（早良障がい者フレンドホーム 西川 愛実）
■早良障がい者フレンドホーム
（野の花学園ホームページ内）
https://www.nonohana.or.jp/sawarafriend.html
●苦情受付状況
９月１日～ 10 月 31 日

寄付御礼
実績０件

福岡西ロータリークラブ様より
空気清浄機の贈呈
10月、福岡西ロータリーク
ラブ様より空気清浄機を３台
贈呈いただきました。
これからもウイルスを室内
に持ち込まないよう対応が続
く中で、感染対策の強化がで
きました。

（法人本部 田中 義秋）
設置先：・第三野の花学園
・キャリアサポート福岡
・野の花富楽和

フル稼働しています♪

※あたたかいご支援に感謝申し上げます。

・林ホールディングズ株式会社
・福岡西ロータリークラブ

様

●編集後記
コロナと闘った暑い夏が終わり秋の季節をより一層感じられるようになり
ました。マスク生活も早1年半が過ぎ生活様式も変化しました。緊急事態宣
言も解除され外出している方も多いのではないでしょうか？私個人の話です
がツーリングに行くことが趣味なのでコロナ感染が落ち着いたら旅行に行っ
たりライブなどに参加できるよう感染対策を徹底して普段通りの生活に戻れ
るように願っています。
（ちくぜん野の花 松下 潤平）
広告

・野の花学園後援会

様

様
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