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野の花だより
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令和４年４月１日より「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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早良フレンドは、野の花学園が指定管理を受けて今年で３年目となりました。コ
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ロナ禍 でのスタートとなった早 良フレンドですが、その中 でもできることは何 か、
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喜ばれる活動は何か、どう取り組めば効果的かなど職員一同で模索し、講師や利用
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者の方の声も参考に施設運営をおこなってきました。
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今年度は、通年でおこなっている運動教室・文化教室を始め、単発の教室・イベ

ふ

おお

りようしゃ

かた

む

じゅうじつ

かつどう

きかく

ントの回数や種類を増やし、より多くの利用者の方に向けた、充実した活動を企画しております。
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InstagramやYouTubeでも施設の様子がご覧いただけます。
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「こんな活動あったらいいな、やってみたいな」の声を形にできる施設を目指しておりますのでお気軽に
と

あ
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こころ
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お問い合わせください。皆さまからのお声を心よりお待ちしております。
ふくおか し り つ さわらしょう
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（福岡市立早良障がい者フレンドホーム

天神２丁目 → 天神３丁目へ
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移転しました！
新住所：〒810-0001

福岡市中央区天神3-14-31

天神リンデンビル

７階
６階
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ファミリーマート
天神３丁目店
●

モスバーガー
●

●ノース天神

ミーナ天神
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●フタタ

通 り
昭 和

●

障がい者ライフサポートセンター
野の花中央

T E L：092-791-1987
FAX：092-729-9988

野の花学園本部

T E L：092-717-9987
FAX：092-717-9988

キャリアサポート福岡・
五灯館大学校専門課程本校

T E L：092-791-1127
FAX：092-791-1167

五灯館大学校基礎課程本校

T E L：092-707-0154
FAX：092-791-1167

３階

新住所
（天神リンデンビル）

横 丁
天 神

T E L：092-729-9987
FAX：092-729-9988

４階

602

●明蓮寺

障害者就業・生活支援センター
野の花

２階

天神橋口

602

旧住所（恒松ビル）

■天神駅

旧住所から徒歩 5 分ほどの距離です

１階

心和堂 後藤クリニックさん
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紅はるか 4,000 株☆
第一野の花学園では、秋頃収穫予定のさつま芋
（紅はるか）の定植を行いました！畑に畝を立て、
マルチを敷いて、苗を植え、水やりを行い、、、

お水を
どうぞ

笑顔ニコニコ

暑い中での作業ですが、利用者さん・職員
と共に協力し約4,000株のさつま芋の苗を植
えました～ (^^)/
秋の収穫を楽しみに、頑張って育てたいと
思います☆彡
（第一野の花学園 菅 和香奈）

どんぐりルームだより

言葉ハキハキ♪

キャリアサポート天神ではコロナウイルス感染症
対策を実施しながら事業所の『外に出る』機会を
増やしています。
施設外就労では箱折り、洗車、清掃など様々な作
業にチャレンジ実践中です。最近では企業の方から、
笑顔でハキハキとした挨拶に好感度上昇の声も多数
です！
夏バテ予防に体力トレーニングも
継続中！利用者の皆様、職員一同、汗
びっしょりで奮闘しています。
(キャリアサポート天神 鍬守 浩太)

放課後等支援事
業「どんぐりルーム」
では、放課後等デイ
サービス野の花姪浜
と放課後等デイサー
ビス野の花野芥と合
同で早良障がい者フ
の
いちに
レンドホームに行き
さん！
ました！
早良障がい者フレンドホームでは、リズム体
操を体験しました。
思った以上にテンポの良い曲
が流れて、参加した子供たちは
リズムに合わせて笑顔で職員の
マネをして上手に踊りました。
（どんぐりルーム 伊達 光次）

ただいま
施設外就労中！
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「福岡市南区柏原

もーもーらんど油山牧場」

皆さん「油山」は知っていますか？そこには豊かな自然と広い土地を
活かした、牧場があるんです！緑に囲まれながら、牛や羊などの動物と
触れ合えるのが一番の魅力で、牛の乳しぼり・乗馬・エサやり・バター
作り・生ウインナー作り体験など、楽しいイベントも盛りだくさんです！
大人気の「油山牧場オリジナルソフトクリーム」も絶品で「食」も楽し
むことができます( ^^)
都心からも近い場所で自然を満喫できる最高の場所なので、ちょっと
癒しを求めたくなった時におすすめです♪
（福岡市立なのみ学園 佐藤 藍子）
広告
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もーもーらんど油山牧場
住所：福岡県福岡市南区柏原710－２
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キャリアサポート福岡だより
～海の中道海浜公園～
キャリアサポート福岡では5/7(土)に余暇活動で
海の中道海浜公園へ行きました(^^)
行き帰りはフェリーで向かい、
海風がとても気持ちよく爽やかで
行って
した。利用者の方からは「次は友達とフェリーで行ってみよう
きます♪
と思います」などのささやきが・・・
海浜公園では、バラ園や動物園、サイクリングと短い時間ではあり
ましたが笑顔満開でした♪
手洗い消毒、マスク着用と感染対策もばっちりで楽しい１日でした。
（キャリアサポート福岡 工藤 大陸）
美しいバラ園です

「毎日ワイワイ！」
放課後等デイサービス野の花野芥
宿題
頑張り中♪

お皿洗い
頑張り中☆

新年度を迎え放課後等デイサービス野の花 野芥もたくさんの
お友達が増えました☆
楽しく全力で遊んだり、自分で使ったお皿は自分で洗ったり、

宿題も頑張って取り組んでいます!!また、お兄さん・お姉さんの気
持ちが強くなり、異年齢での活動が増えてきました。暑さになんて
負けない、毎日ワイワイ元気な声が聞こえてくる活発な放課後等
デイサービス野の花 野芥です(*^^*)
（放課後等デイサービス野の花野芥 三宅 似奈）

お兄ちゃん
ありがとう！

野の花富楽和 「施設を退所した後は大丈夫？」
救護施設を退所した後、地域での生活に困らないように支援する通所事業があります。
施設を退所して、念願の一人暮らし。でも、毎日食事の準備・掃除・行政の手続き・・・
やることは沢山！通所では、暮らしに役立つ献立決め、
料理、清掃などの訓練をしています。職員の訪問もある
ので、生活で困った時は職員と相談ができ、久しぶりの
一人暮らしも安心です。
この日は、苦手だった金銭管理が家計簿をつけて出来
るようになったこと、就労継続支援B型事業所が決まった
ことで、通所の利用が終了になった方へ「これからも頑
張ってね。」とお別れ会を行いました。
（相談支援センターフラワー 溝越 菜南） 一人
たくさんの

暮らし
で
困らな
いよう
に

食材で作る！
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スポーツセンター 開催！
パラボッチャ大会
５月15日（日）、障がい者スポーツセンターの体
育室で「第７回福岡ボッチャフェスタ パラボッ
チャ大会」を開催しました。

久しぶりの
大会です♪

野の花学園が行う初めての主催大会でしたが、選手や競技役員の
方を含め70名以上の方々の参加があり、無事に大会を開催するこ
とが出来ました。
コロナ禍の中、久しぶりの大会に参加者の方々も大喜び。試合で
は闘志あふれる熱い戦いが繰り広げられ、会場のボルテージも最高
の盛り上がり。今後も、様々な大会が予定されています。参加者の
たくさんの笑顔が見られるよう、頑張っていきます！
（福岡市立障がい者スポーツセンター 山本 佳帆美）

タコスのキッチンカー！！

黒ひげ危機一髪！！
放課後等デイサービス野の花 今津では日々たく
さん身体を動かしながら活動しています。
４・５月生まれのお誕生日会を合同で５月25日
（水）に行いました！フリスビーボウリングや黒ひげ
危機一髪などのミニゲームで大盛り上がりでした。
児童発達支援センター野の花の
卒園児など新１年生のお友達も加わ
り、より賑やかになった野の花 今
津です。進級したお友達も、新しい
お友達を遊びに誘ってくれたり、優
しく話しかけてくれたりとよりお兄
さん、お姉さんらしくなりました
（放課後等デイサービス野の花今津
眞壁 波花）
大きく成長☆

ちくぜん野の花の余暇活動はバラエティーに富
んだ計画が自慢です。
今回はタコスのキッチンカーに来てもらいまし
た！タコスにポテト、ジュースやデザートにはク
レープを食べてお腹いっぱいに（＾～＾）
ご飯を食べた後は涼を求めて
曾根田親水公園まで。広場で遊
び、川で水遊び！
綺麗な川には蛍が生息するそ
うなので、夜には蛍の光を見ら
れるかも？
是非、夏に行ってみてはどう
でしょうか？？ (o^―^o)
おすすめ
タコス
（ちくぜん野の花 土井 隆聖）
お願いします♪

「人」と「人」をつなぐ喜び！！
西区第2障がい者基幹相談支援センターは、「地域に密
着した一時相談窓口」として、障がいのある方やそのご
家族、地域の方からご相談を頂いています。
また、「福岡市障がい者等地域生活支援協議会」の下部
組織である「西区部会」の事務局として、地域課題の解決や障がい福祉サービ
ス事業所のネットワークづくりをしています。直接的な支援とは違い行政や地
域の方、事業所との会議が多いところですが、「人」と「人」をつなぐことに喜
びを感じている相談員の集まった、アットホームなところです。
(西区第２障がい者基幹相談支援センター 鍋吉 智文)
広告
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男女共同参画推進センター
アミカス花盛り
なのみ学園では5月19日(木)に自立訓練班の利用者と
職員で高宮駅近くにある『男女共同参画推進センター ア
ミカス』
の花壇の植付作業を行いました。今回はバーベナ、
マリーゴールド、ポーチュラカの3種類90株を植えました。
古花を抜き、土を耕し、花を植えるなどの慣れない作業や、直接当たる
日差しの暑さに「疲れた～」
「きつい～」と言いながらも全員で最後まで
頑張りました！こういった形で少しでも地域に関わり、盛り上げていけれ
ばと思います。
次回は７月に実施予定ですので、もし見かけましたら気軽に声を掛けて
ください♪
（なのみ学園 齊藤 紘基）

皆さんに
見てもら
いたい♪

ナス・ピーマン・トマト・ズッキーニ・・・
放課後等デイサービス第六野の花では5月に入り、畑で色んな野菜の苗植え
を行いました！
ナスやピーマン、トマト等よく目にする野菜だけでなく、
ズッキーニやゴーヤ等子どもたちがあまり目にしないよう
な珍しい野菜まで色々な種類の野菜を植えました。毎日学
校終わりで疲れている中、子どもたちも交代で水やりをし
たり、観察日記の作成を提案したり毎日の成長をとても楽
しみにしています(*´ω｀*)
大きく
夏休みには、自分たちの育てた野菜を使って夏野菜ピザを作る
なあれ☆
予定です★

(放課後等デイサービス第六野の花 畠中 歩)

何が育つ
かな♪

■令和３年度

決算報告
貸借対照表（要旨）
令和４年３月 31 日現在

流動資産
現金預金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
その他の固定資産

資産の部

資産の部

合計

詳しくは野の花学園ホームページへ！

1,899,708,656
1,437,714,529
461,994,127

2,631,733,255
2,269,841,416
361,891,839

4,531,441,911
http://nonohana.or.jp
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流動負債
固定負債
負債の部

（単位：円）
負債の部

合計

純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
純資産の部 合計
負債及び純資産の部 合計

249,426,282
1,868,648,300
2,118,074,582

311,444,126
304,621,320
120,170,498
1,677,131,385
2,413,367,329
4,531,441,911

または「野の花学園」で検索！

広告

QSK

1997年9月18日第三種郵便物承認

通巻 7852号 2022年8月15日 発行（毎月1.2.3.4.5.6.7がつく日）

広告

心安らぐ!! 観葉植物
障害者就業・生活支援センターちくし、
地域活動支援センターつくしぴあ、第三
野の花学園では5月28日（土）に、3つの施設合
同で観葉植物の植え替えを行いました！それぞれ
の施設より利用者同士が協力して作業することで、
自然と会話が生まれ、楽しく交流ができました♪

（障害者就業・生活支援センターちくし

丸山 瑠寧）

みんなで協力して
植えています

ウキウキ！ワクワク！一日外出‼
まどか・ゆいぱるでは、５日間に分
けて小グループで「みなみの里」へお
昼ご飯を食べに行きました！
メニューは季節野菜の天ぷらやみな
みの里お手製の豆腐などなど…。ご飯
と筑前煮はおかわりOK ！みなさんお
腹いっぱい食べました！
ご飯を食べた後は「みなみの
里」を散歩し、お腹も気分も大
満足な外出になりました
コロナが終息したらもっと
いろんな場所に行きたいです
～♪
おいし
ね！！
（大野城市障がい者支援センターまどか・ゆいぱる
浦野 高伎）

創作活動・ガーデンオーナメント作成☆

とってもかわいくできました♪

筑紫地区地域活動支援センター「つくしぴあ」では創作活動の時間にガーデンオー
ナメント（花壇の置物）を作りました。
材料は粘土、絵具、ニスです。工程は先ず、焼かない粘土で成形し、１週間程乾
燥させます。次に、絵具で模様を付けます。最後にニスのスプレーをかけて出来上
がりです。参加者の皆さんは、モチーフになる動物等の写真をネットで検索して作
成されました。出来上がった作品は室内の観葉植物の植木鉢や花壇の中に飾ってい
ます。つくしぴあはJR大野城駅や九州大学春日校舎に近く、通行される市民の方々
にも観て頂いています。
（つくしぴあ 中嶋 敏行）

●苦情受付状況

寄付御礼

5 月１日～ 6 月３0 日 実績１件
野の花富楽和に匿名で職員の言葉遣いが悪いとのご
指摘がありました。事実を確認し当該施設の職員全
体に対して、指導を行いました。

※あたたかいご支援に感謝申し上げます。

・第二野の花学園保護者会
・博多駅東１丁目２区町内会

様

●編集後記

気が付けば、今年も上半期を終え下半期を迎えました。暑い日が続く中、皆
様どのようにお過ごしでしょうか？去年に引き続き、マスクをつけての日々…
梅雨に入り、室内もジメジメしている日々…いつになればマスクを外すことが
できるのでしょうか。
少しでも早く以前の日常が戻ってくるのを心待ちにしております。
皆様も体調等、気を付けてお過ごしください！ (第一野の花学園 本庄 初音)
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