
野の花だより野の花だより
社会福祉法人

野の花学園～ずっと、もっと、福祉に～QSKQSK

2022年１月４日 No.41

謹んで新年のご挨拶を申し上げます

大濠公園日本庭園
（福岡市中央区）

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。� 職員一同
・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

・障害者就業・生活支援センター野の花
・障害者就業・生活支援センターちくぜん
・障害者就業・生活支援センターちくし
・放課後等デイサービス野の花　今津
・放課後等デイサービス野の花　姪浜
・放課後等デイサービス野の花　野芥
・放課後等デイサービス野の花　下大利
・放課後等デイサービス野の花　ちくぜん
・自立訓練FLOWER
・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中央
・ライフサポートセンター野の花西
・西区第２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
・福岡市立障がい者スポーツセンター
・福岡市立早良障がい者フレンドホーム
・福岡市立西障がい者フレンドホーム
・筑紫地区地域活動支援センターつくしぴあ

理事長　　　　　福田　量
常務理事　　　　喜久　正和
理事・施設長　　堤　　正直
総合施設長　　　阪本　光紀
施設長　　　　　宮地　博司
施設長　　　　　古川　慎太郎
施設長　　　　　山下　亨
施設長　　　　　小野　真一郎
施設長　　　　　古里　大輔
施設長・教務長　中野　正人
施設長　　　　　平山　裕一
館　長　　　　　大坪　哲平
施設長　　　　　岩田　吉史
施設長　　　　　渡邊　伸也
施設長　　　　　是木　章吾

社会福祉法人　野の花学園
Since 1959

寅年干支の置物「はーとら」（ふよう学園）
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　年に一度の祝いの日。第二野の花学園では77
歳、喜寿の方２名、70歳、古希の方１名の計３名
の方が人生の節目を迎えました(^^)/
　喜寿、古希のお祝いのカラーである紫色の衣装に
身を包み、様々な気持ちで迎えたこの日。利用者さ
ん・職員一同で紅白に彩るお餅に祝福の思いを込め
て、「よいしょ～」という掛け声とともにみんなで
餅つきをしました！！
　新年がいよいよスタートします。これからも一緒
に健康で充実した生活を過ごしていきましょう！
　皆さん、本当におめでとうございます！

（第二野の花学園　濵田　麻衣）

長寿の祝い

　年始のご挨拶に、年賀はがきの作成を行いました！
毎年とても楽しみにされていて、我先に、とても積極
的です。ご家族、お世話になるあの人、仲良しのあの
人、日頃の感謝を込めて、たくさんの方にメッセージ
を書き書き・・・♪ハガキ一面いっぱいいっぱいにな
るまでメッセージを書く方も(*^_^*)お返事帰ってく
るかなーと、とっても楽しみです。

（第一野の花学園　中村　春菜）

みなさんへ　「いつもありがとう☆」

やった～！

中身は何かな！
？ よいしょ～

(*^^)v

元気いっぱい！
みんな掛け声よろしくね (^^ ♪

　　年末 大大掃除！

　こんにちは、第一野の花学園です。
　一年の汚れはその年のうちに。12月に利用者さん
と職員が力を合わせて、施設内の大掃除をしました！ 
室内からベランダ・網戸、普段は触らないような場所
など隅々まで頑張ってキレイに☆
　お部屋もピカピカ。明るい新年が始まりますね！

（第一野の花学園　坂本　啓太）

レッツ！
ピカピカ

あまい？ケーキ壁画完成
　どんぐりルームで
は、クリスマスに向けて
壁画作成を行いました！
折り紙のサンタさんや、
デコレーションした４段
ケーキの壁画です。みん
なクリスマスが来るのを
楽しみにしています。「プ
レゼントにはゲームが欲
しい！」「サンタさんから
何がもらえるかな？」な
ど楽しい会話が聞こえて
きます。
　完成したケーキに「お
いしそうやね！」「こんな
ケーキ食べたい！」と賑
やかです(^v^)

（放課後等支援事業
どんぐりルーム

伊達　光次）
ぺたぺた

ハッピー
クリスマス！

日頃の 感謝 を・・・
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2021年はどんな年でしたか？
　昨年は東京オリンピック・パラリン
ピックなど、スポーツが大いに話題にな
りました。一年を表す漢字が「金」とな
りましたが、金メダルを含めメダルラッシュでしたね！
皆さんの応援もきっと選手に届いた・・・はずです♪

2021年スポーツクイズ！　（答えは５ページ）

① 東京オリンピック・パラリンピックの合計
で日本のメダル獲得数は100個より多い

　〇か×か？

③ アメリカの大リーグで投打の二刀流で
大活躍しました。さてMVPとなった
この選手は誰でしょう？

② バドミントンの競技でパラリンピック
に出場され見事、金メダルを獲得した
福岡市出身の選手のお名前は？

　　　（ヒント： 野の花だより40号）

　野の花学園では2021年は次の事業所が事業開始した年
でした。これからもよろしくお願いします。
　　・放課後等デイサービス野の花　野芥（福岡市早良区）
　　・キャリアサポート天神（福岡市中央区）
　　・自立訓練FLOWER（福岡市西区）

2022年　良い年になりますように～！
（法人本部　松山　敏一）

ふくおか ちょこっとりっぷ No.1

「大濠公園と日本庭園」

　福岡市のおおよそ中心に位置する大濠公園。
　公園内にある池の周辺は約２キロメートルの周遊
道となっており、ウォーキングやランニングをする
利用者の姿が多くみられます。東京パラリンピック
金メダリストの道下美里選手もトレーニングされ
ていました。
　公園内には野鳥の森、児童遊園、能楽堂、日本庭
園、４つの橋で結ばれた中の島や浮見堂などがあり、
休養、娯楽、体育の向上に利用されています。
　大濠公園では１月末まで夜間にイルミネーション
が点灯されています。光り輝く幻想空間！
　今回の野の花だより表紙の写真は、この大濠公園
が開園50周年の記念に築庭され、昭和59年に開園
した日本庭園です。１年を通して美しい花や植物を
見ることができます。

（五灯館大学校　坂田　万由子）

  大濠公園日本庭園  入場料：250円
     福岡県福岡市中央区大濠公園１−７

福岡
再発見♪

　野の花学園法人本部、キャリアサポート福岡は
福岡市中央区天神にあります。現在、天神地区で
は福岡市の主導で「天神未来創造 天神ビッグバン」
と呼ばれるプロジェクトが進行しています。

　天神から直線で４キロほどの地点に福岡空港があることから、これまでは
航空法で定められた建物の高さ制限がありました。国家戦略特区による「航
空法高さ制限の特例承認」などによって条件が緩和され、高さのある建物が
建設できるようになり、天神ビッグバンが始動しました。
　現在の竣工棟数が43棟（2021年９月時点）で、再開発が
次第に進んでいます。先日も見慣れた景色の中に、あれ？あ
の建物が無い！？ということがあり、驚いたところです。
　最近では2021年９月に地下２階、地上19階、高さ89mの
ビジネスセンタービルが完成しています。

（キャリアサポート福岡　番屋　みなみ）

天神ビッグ
バン天神

未来創造

↑�旧大名小学校跡地
には地上 25 階の
建物が 2022 年末
に完成予定

ビジネスセンタービル
（左）と再開発の進む
天神交差点前
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　ちくぜん野の花では11月に筑前町運動公園で
パークゴルフを行いました。
　数名でチームに分かれて、さぁ開始です。全部で９
ホールあり、アンダーパーで回れた人は大喜び、そう
じゃなかった人は悔しがる姿。盛り上がりすぎて「も
う１ラウンド！」となる人。もっと良いスコアを目指
します。
　成績や勝敗もありますが、今回の一番の目的は楽し
むこと。みなさん笑顔で目的達成できたと思います。
良い天気に恵まれ、適度な運動となってリフレッシュ
できました。 （ちくぜん野の花　松下　潤平）

パークゴルフでリフレッシュ

アマビエに願う「つくしぴあ文化祭」
　つくしぴあでは11月６日に文化祭を行いました。
メインは「アマビエ」をモチーフにした作品の共同制
作と、それぞれ個別に持ち寄って頂いたものや、つく
しぴあでの活動中に制作した作品の展示を行いまし
た。展示の他、イベントとしてワークショップを行い、
昔の遊びや宝探し、科学実験等で楽しみ・驚き・懐しみ・
新発見！等々…色々な体験ができました。
 （つくしぴあ　森　愛子）

　11月６日土曜日、第三野の花学園では第一野の花学園へ
芋掘りに行きました！天気予報では雨でしたが、みんなで
作ったテルテル坊主のおかげで過ごしやすい天気になりまし
た☀よかった～
　さぁ芋掘り開始。大きなさつま芋を掘ろうと畑に向かって
競争！お芋発見！あちこちで歓声が上がります♪さっそく焼
いていただき、ほくほくお芋を満喫しました（＃＾ｖ＾＃）
 （第三野の花学園　立石　早彩）

　12月４日土曜日には第五野の花学園「パンの花」へ！
　お店にはたくさんの種類のパンが並びます。奥を覗くとオーブ
ンから焼きたてパン・・・食欲をそそります。みなさん、パンの
焼きあがりのタイミングに合わせ何度もレジに並んでしまいまし
た。隣接する野菜販売では、新鮮野菜、果物をたくさん買って、
お土産もばっちりです((´∀｀*))
　「パンの花」をあとにし、筑前町にある、安の里公園の巨大「わ
らかがし」を見に行きました。約8メートルの巨大な鶏にビックリ
( ﾟДﾟ ) こちらは１月末頃まで展示されているとのことです。皆さ
ん是非ご覧になってみて下さい♪ （第三野の花学園　池尻　友）

まさに掘り出し物！？ 　ほくほくの・・・

パン大好き　ベーカリードライブ♪

はいって～！

見つけた！

もう一回やって
もいいですか？

どこにある
かな？

完成！共同制作「アマビエ」

第三野の花学園

新鮮野菜に
果物！

種類が多くて迷う♪

おおきぃ～☆

QSK　1997年9月18日第三種郵便物承認　通巻7687号2021年12月26日　発行（毎月1.2.3.4.5.6.7がつく日）
広告

広告 広告

− 4−



どう演じたらわかり
やすく伝わるかな

　野の花学園では職員の研修会を実施しています。コ
ロナウイルスの感染対策などを行いながら、こちらは
12月開催の研修の一場面です・・・

　法人内の各事業所より役職・位階や入職年代にあわ
せて参加します。普段では直接顔を合わすことのない
方もいるため、久しぶり！と懐かしく会話する声が聞
こえます。また、時折ピンとした緊張感も伝わってき
ます。

「研修マナー講座より」
　さて、お部屋への入室時に行うドアのノック。何回
が良いとされているでしょう？　1回？２回？３回？
 （第一野の花学園　松本　智美）

ののはな　職員研修会

在職者交流会 みなさん頑張ってます！
　10月２日、障害者就業・生活支援センター
野の花では令和3年4月から社会人となられた方を
対象とした在職者交流会を開催しました。今回は緊
急事態宣言が解除されたばかりでしたので少しこじ
んまりとした規模での開催です。
　第一部は働くにあたっての心構えを学び、第二部
はカードに書かれた様々な表現を演じ、お互いに当
て合う「はぁっと言うゲーム」を行い、みんなで大
笑いしながらコミュニケーションを深めました。
　一足先に社会人になった先輩メンバーも参加して
もらっており、お互いに様々な意見交換を行いまし
た。
 （障害者就業・生活支援センター野の花　足立　好弘）

３ページのクイズの答え
　①合計109個で100個より多い「〇」
　　オリンピック・・・金27 銀14 銅17（合計58個）
　　パラリンピック・・・金13 銀15 銅23（合計51個）
　②梶原 大暉選手
　③大谷 翔平選手　打者成績：ホームラン46本 100打点
　　　　　　　　　 投手成績：9勝 156奪三振

　暖かい季節はマリーゴールド、ベコニア、サルビア。寒い季節
にはパンジー・ビオラ・葉牡丹…。野の花富楽和のエントラン
スには写真映え～な花がずらり！約70株の花の数々が年中問わず
見頃を迎えます。

　野の花学園とは長年のお付き合いの波正園芸様から花苗植付けの助言を
頂き、入所・通所の利用者さんの協力のもと冬花の植付けが行なわれました。
土づくりに始まり、花苗の用意、10日間天気予報とにらめっこ、天気のタ
イミングを見計らって植付けへ。
　「皆さまの協力・支えがあって無事に終わることができました」と話すの
は、植付けをとりまとめた佐藤進支援員。小さな花のわずかな変化に目を
凝らす。陰ながらの働きの先に今日も色とりどりの花が咲いています。
 （野の花富楽和　塩原　光)

救護施設の “ 映え ” スポット　野の花富楽和の花苗植付け

キレイに咲いて
くれとー♪

笑顔ニコニコ♪
言葉ハキハキ★
態度キビキビ！

名刺交換は笑顔で
目を見ながら・・・

皆さん真剣に
耳を傾け中
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　たくさんのご購入ありがとう
ございます‼
　昨年11月より販売開始しました、
ふよう学園の干支置物「はーとら」ですが、皆様
からご好評をいただき本当にたくさんご購入してい
ただきました。
　自分たちが作った干支置物で皆さんが笑顔になる
ことが仕事へ励みとなるほか、売上による収入は利
用者さんの工賃となります。ありがとうございまし
た。
　今年は寅年。「虎は千里行って千里帰る」は、勢い
が盛んなさまを表すことわざです。このことわざの

通り、「はーとら」とともにこ
の一年が皆様にとって勢いよ
く前進していく年になるよう
祈っています。
 （ふよう学園　御床　治秀）

発行：九州障害者定期刊行物協会
　　　〒 812-0044
　　　　福岡市博多区千代 4-29-24
　　　　三原第 3 ビル３F
編集：社会福祉法人野の花学園
　　　　福岡市中央区天神 2-13-17
　　　　　TEL：092-717-9987
　　　　　FAX：092-717-9988
Email：nonohana-h@sunny.ocn.ne.jp
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●編集後記
　明けましておめでとうございます。新型コロナウイルスの感染拡大対策中
の中、外出自粛も様々な「工夫」で乗り切り、「工夫」次第で限られた中で
も新たな楽しみ方や過ごし方、やり方などに気づけたように感じます。今年
も様々な「工夫」で今、出来ることに挑戦していきたいと思います。まだま
だ、新型コロナで気の抜けない日々は続きますが今年も皆様が健康で笑顔の
絶えない１年を過ごせるよう職員一同お祈り申し上げます。
 （ふよう学園　中村　健登）

寄付御礼　※あたたかいご支援に感謝申し上げます。
　・齋藤　伊三雄　様　・松尾　ユキエ　様　・第一野の花学園保護者会　様
　・C&D労働組合協議会 コロムビア労働組合　様　・小山　雄市　様

●苦情受付状況
11 月１日～ 12月 31日　実績０件

１月より新商品！
じゅわぁっとマカロン♪

　この度、なのみ学園のクッキーに『ココナッツマカ
ロン』が新商品として加わります！カリッっとした食感
に噛めば噛むほどココナッツのうま味がじゅわ～っとあ
ふれ出し、後味にレモンとココアがフワッと香る一品と
なりました！
　ココナッツマカロンは1月中旬以降から販売を予定し
ています。このカリじゅわ、是非一度お召し上がってい
ただきたいと思っています。
　お土産やプレゼントにもおすすめな各種なのみクッ
キーに、ココナッツマカロンをご一緒に♪皆様からのご
注文をお待ちしております。 （なのみ学園　大塚　南実）

　志摩日々菜々では新年とともに「収穫の時期」
を迎えます！暑い季節・寒い季節をみかんと共に乗
り越え、天敵の害虫や鳥獣とも闘ってきた日々。除草・
消毒・摘果などの様々な管理を繰り返した成果がい
よいよ形になります。収穫に向けてコンテナを整理
したり、品質調査をしたり・・・準備は整いました！
　いざ！！収穫へ！！！
 （志摩日々菜々　吉永　統彦）

みんな の 「はーとら」 さぁ！始まりです！！

①不知火
オレンジ色でヘタ部
分にポンと出っ張り
があり、ジューシー
さと甘味が特徴です

②はるか
見た目の黄色から酸
味がイメージされま
すが、酸味は少なく
上品な甘さと爽やか
な香りが特徴です

③甘夏
ゼリーやジャムの
加工品となること
が多く、黄色の厚
い皮や酸味・苦味
が特徴です

「ココナッツマカロン・
なのみのクッキー」

ご注文・お問合せ先
なのみ学園

092-511-1128
じゅわぁと

カリっと

大きく育って
くれました♪
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