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今年も健康♪
　第一野の花学園生活
介護施設入所では、面会も
再開となり、外出活動もマ
スクを着用して行っていま
す。先日は、今津運動公園
に行き、久しぶりにみんなで足つぼロードに挑戦しました！
　みんなで足つぼの刺激を感じながら自分のペースで歩きまし
た。途中で断念された方もいましたが、皆さん頑張って楽しく
運動することができました☆
　学園に帰り手洗いうがいをして、さて、運動後のご飯です。
皆さん残さず完食！  ご飯もジュースもいつもよりおいしく
感じましたね！これからも感染対策に十分気をつけながら運動
を行っていきたいと思います。 （第一野の花学園　塚本　真梨）

　第三野の花学園就労継続B型メンバーで、11
月19日（土）に筑紫野市総合公園と石橋ファーム
ランドを目指してドライブに行きました（^^）/
　前日の天気予報は大雨・・・。でしたが、皆さんの思いが通じ、当日は
ほんの少しの雨で無事に楽しむことが出来ました♪
　筑紫野総合公園には大きな海賊船のアスレチック遊具があります。ロー
プで船上に登って、みんなでたくさん体を動かしました。石橋ファームラ
ンドではうさぎ、やぎ、牛などの動物たちとツーショットをパチリ。そし
て、併設のカフェ、ラッテビアンコでは、アイスクリームを堪能しました。
家族や自分へのお土産をいっぱい買われている方も(^^♪
　年末年始のイベントもたくさん楽しんで、お仕事も頑張っていきましょ
うね！ （第三野の花学園　立石　早彩）

　気温もぐっと下がり、街はイルミネーションが輝いて
います。
　皆さんのクリスマスはいかがだったでしょうか☆
　第三野の花学園では12月3日にクリスマスツリー
を作りましたよ  今回のツリーには、身近にある松ぼっ
くりとペットボトルのキャップを使います！
　キャップの上に松ぼっくりをのせて、キャップをリボン
で巻いたらツリーの完成！続いて松ぼっくりに絵の具で色を塗り、ビーズやお
花など好みに合わせて飾り付けます。仕上げにてっぺんに星をのせて完成～☆
　お部屋に飾ったり家族にプレゼントしたりして、みんなに喜んでいただけま
した！
　第三学園にも飾りつけ、とても賑やかな雰囲気になりました☆
 （第三野の花学園　池尻　友）

海賊船？　（＾ - ＾）v

　松ぼっくりで

クリスマスツリー☆

ゆっくり
自分のペース

手すりを持って
行きましょう☆

海賊船に

乗船！

一緒に
ポーズ

うっしっし

おいしー♪

ぴっかぴかに
塗って☆
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　なのみ学園では半年ぶりとなる外出行事でバスハ
イクを行いました。宗像市の太陽園
ではみかん狩りをしたり、道の駅で
買い物をしたりしました。
　自分で狩ったみかんや購入したお
菓子などたくさんのお土産を保護者
の方へ持ち帰り、「楽しかったー」と
の声が聞こえていました
　昼食はお刺身やエビフライなどを
お腹いっぱいに食べたからか、移
動の車内ではバスに揺られて眠り
につく方も…zzz
　次の外出行事もまた楽しみにな
りますね！
 （なのみ学園　中尾　優美）

　障がい者スポーツセンターでは、10月16日（日）に「第
39回福岡障がい者水泳記録会」を開催しました。
　コロナで中止していた影響などがあり3年ぶりの開催と
なりました。そんな中、競技役員やボランティアスタッフ、
選手の皆さんのおかげで無事に大会を終えることができ
ました。

　いつもプールを利用してくださる方も多く参加され、普段と違う雰囲気の中
で一生懸命に泳いでいる姿に感動しました。今後もたくさんの大会、教室があ
ります！
　是非皆さんの参加をお待ちしています(´∀｀*）
 （福岡市立障がい者スポーツセンター　山本　佳帆美）　

３年ぶり　水泳記録会！

　キャリアサポート福岡では、毎月、座学や
ロールプレイを行っています。その中で、グルー
プワークで行った「コンセンサスゲーム」を紹介
します。
　コンセンサスゲームとは、それぞれ個々の考え
に対し、グループで合意形成（コンセンサス）を目指していくゲームです。

　今回行ったテーマは、あえて明確な答えが出るもので
はなく、様々なものの見方や考え方が多数存在するとい
う内容で行いました。そのため、合意形成が難しくなり
ますが、1人1人の意見が違う中、人の意見を否定せずに
グループディスカッションが出来ました！みんな仲良く
一生懸命だったのが印象的でした！
 （キャリアサポート福岡　番屋　みなみ）

コンセンサスゲーム？

秋のバスハイク 息抜きも大事！クラブ活動♪

新記録が生まれていきます

　なのみ学園では隔月の土曜開所日は「クラブ活動」
を行っています。折り紙や絵の具などを使い、季節に
合った作品を作る制作チームと、
身体を動かす運動チームに分かれ
ます。
　11月の制作チームは、木の絵
にスポンジを使ってコスモスを作
りました。皆さん、好きな色を塗っ
て自分らしく仕上げていました。
　運動チームは、うちわを使っ
たパタパタ競争やモップがけ
リレーをチーム戦で競い合い、
とても盛り上がりました（^_^）
 （なのみ学園　眞鍋　愛）

ルールを決めて開始！

たくさんのみかんを
お土産に♪

できた♪

パタパタ～

ここから
始まる！
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　救護施設野の花では、単身生活の訓練をする「居
宅生活訓練事業」の利用者の方や、施設を退所して単
身生活をされている方と一緒に福岡市民防災センター
に行きました。
　ここではVRでの火災体験、地震体験、消火訓練など、
様々な体験をして訓練を受けました。
　火災や災害について実際に体験が出来たことで、そ
の恐ろしさを知り、今後の防災意識の向上につなげる

ことが出来ました。
　地域で暮らすために、「もしもの
時」について考える機会の大切さを
感じました。
 （救護施設野の花　徳安　栄子）

単身生活に大切なこと！！

　福岡市全区と近郊6市の利用者様・ご家族から、ご希望やご不
安などのお話を伺いながら、福祉サービスのコーディネートや手
続き等のお手伝いをしています。
　描く未来は十人十色、そしてそこに向かう道なりや歩む速度も
お一人おひとりです。相談員1名の小さな事業所ですが、大きな
愛を持って、しっかり気持ちを受け止めながら伴走することを心
掛けています。
 （障がい者ライフサポートセンター野の花中央　田代　淳子）

「心の通う伴走を」 指定特定相談支援事業所 「障がい者ライフサポートセンター野の花中央」です！

防災講義
受講☆消火訓練！

わたしが植えた

　サツマイモかも？

　放課後等デイサービスちくぜん
では11月の前半にみんなでイモ堀りを
行いました！苗は、5月に子ども達と

一緒に植えた芋苗です。
　1つの苗からたくさんの芋が収穫出
来て、とってもびっくり大喜び★
　丸い形や細い芋、長い芋や小さな芋
など様々な形の芋があり、興味津々な
様子でした。
　泥んこになりながら最後までたくさ
ん芋を掘る子ども達。自分たちで頑
張って掘ったサツマイモで美味しいス
イートポテトや大学芋を作りみんなで
美味しくいただきました♪
 （放課後等デイサービス第六野の花
 宮田　竜星）

　放課後等デイサービス
野の花下大利では、11月5

日に第一野の花学園で芋ほり
体験を行ないました。
　バスに乗ってのお出かけで
皆さんウキウキ！ワクワク♪
　到着して芋掘りがはじまる
と、「あっちにもある！こっ
ちにもある！」とどんどん袋
がいっぱいに！皆さん夢中で
したね☆
　自然と触れ合う良い機会と
なりました（^^）
（放課後等デイサービス
 野の花下大利　西竹　栞）

ワクワク！楽しみ！

育てた
おイモ♪ え！何個つな

がっとーと !?

大収穫だー！

あなたと
一緒に！

QSK　1997年9月18日第三種郵便物承認　通巻7969号　2023年1月27日　発行（毎月1.2.3.4.5.6.7がつく日）

広告

広告

広告

− 4−



合同！ハロウィン！秋まつり!!

　すでに全国区にもなっている「糸島」。第一野の花学園（福岡市西区
今津）からも近くて、海岸線や山道ドライブにも最適。とっても観光地
が多くて紙面が足りませんが少しご紹介します！
① まずは『櫻井神社』でパワーをもらいましょう♪こちらは生活介護・施設入所メンバーで

もよく参拝に行っていてパワースポットでもあります。嵐の櫻井翔さんと名前が同じこと
から嵐ファンも多数訪れているとのことですよ！

② 次に『白糸の滝』で癒されましょう♪ここは通所メンバーが10月に遊びに行きます。綺
麗で大迫力の滝です。釣った鮎の塩焼きやそうめん流しがあって美味しくて楽しいです！

③ 最後は『二見ヶ浦』で感動しましょう♪澄んだ海に鳥居と夫婦岩を見ることができます。
夕日が沈み始めると海一面真っ赤に染まり感動的な美しさです。ぜひ皆さんの目でお確か
め下さい  （第一野の花学園　本庄　初音）

ふくおか ちょこっとりっぷ No.7

「 糸島周遊 」

一緒に楽しもうね♪

二見ヶ浦
糸島市志摩桜井

白糸の滝
糸島市白糸 460-6

櫻井神社
糸島市志摩桜井4227

　放課後等デイサービス野の花・姪
浜・野芥・放課後等支援事業どん
ぐりルームで合同ハロウィン秋まつり
を開催しました。
　手作りゲームコーナーをたくさん設け、
子どもたちはワイワイ楽しそうでした(^^♪
　「始めまして」となるお友達や支援員と
も一緒に関わり楽しみ、皆にとってとて

も良い経験となりました。景品
もゲット出来、大喜びの子ども
達でした☆

（放課後等デイサービス
野の花野芥　三宅　似奈）

感動の夕日！

変身！
↓

トリックオア
トリート！

　１年間を振り返ると『初めて』がいっぱいの年で
した。
　昨年からは、みかん栽培管理に加えて畑作業が始
まりました。
　初めての畑作業。初めての定植に収穫。初めての

出荷。これまでのみかん管理
とは異なった緊張や心配の中、
職員も利用者も手探り状態での挑戦でした。
　収穫し出荷したものが売れて、ホッと安堵したことを思いだします。
　また、初めて芋掘り体験や農作業体験を実施しましたが、多くの方に志摩日々菜々
を感じていただけました。地域の方と協力して、初めての体験や交流ができたことで、
利用者の皆さんからは誇らしげで、楽しそうな表情を見ることができました。
　これからはみかん作業が追い上げてきます。新年からも総出で野菜に、みかんに、
畑に取り組んでいきたいと思います！ （志摩日々菜々　石川　圭太）

志摩日々菜々　『初』 『初』 『初』！

糸島農業高校の生徒さん
里芋堀り体験中

これをとるとよー

マルチをピーン！
みんなで協力☆

よいしょっ！
収穫には力が
入ります
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●編集後記
　新年あけましておめでとうございます。皆様、充実した年末年始を過ごさ
れましたでしょうか。1年があっという間に終わり、時の流れの速さに驚い
ています。未だコロナ禍である状況に変わりはありませんが、少しずつ行事
等も開催できるようになってきていること、嬉しく思います。当たり前にで
きていたことが当たり前でなかったことを痛感する日々ですが、少しでも早
く元の日常が戻り、皆様の笑顔が溢れる毎日になることを願っています。
 （なのみ学園　佐藤　藍子）

寄付御礼　※あたたかいご支援に感謝申し上げます。
　・C&D労働組合協議会 コロムビア労働組合　様

●苦情受付状況
11 月１日～ 12月 31日　実績０件

　今年も次第に年末の足音が聞こえてきた11月
下旬。
　早良フレンドホームでは干支の絵付け体
験を行いました。
　ふよう学園から、絵付けを行う前の干支の置

物を準備してもらい、小学生の皆さんをお迎えしました。お手本をじいっと見ながら慎
重に塗っていく子もいれば、好きなゲームのキャラクターの色を大胆に塗っていく子も
いて、個性の光る作品が出来上がりました(*^^*)作品と一緒に笑顔で写真を撮っている
姿がとても印象的でした。
　去年も参加された方からは「寅の置物、玄関にずっと飾ってます。
来年はこのうさぎさんを置こうと思います！」との声もありました。
　かわいらしいうさぎさんが玄関で福を呼び込んでくれると思いま
す！ （早良フレンドホーム　鬼塚　花凜）

最高の年に！

新年一緒に
迎えようね♪

福がやってきますように

卯年　

　第二野の花学園通所班（たんぽぽ班）では日中活動
に季節感いっぱいのドライブを取り入れてます。
　今回はアニメ「鬼滅の刃」で有名になった、大宰府市に
ある宝満宮竈門神社に行きました。こちらはアニメで有名に
なる前から紅葉がとても美しいことでも有名です。この時も
真っ赤に染まっていてとても綺麗でした❀みんなで参拝し
たあと、もみじを拾って本に挟む【しおり】を作る利用者さ
んもいました。皆さんリフレッシュできましたかー♪
 （第二野の花学園　中尾　カンナ・大澤　成美）

　第二野の花学園のある三箇山では、11月中旬、
紅葉も綺麗に彩りがみられます。今年も「長寿の祝い」
の季節がやってきました。
　2022年度に古希を迎えた利用者さんは１名、そし
て職員2名が還暦となりました。コロナ対策で活動制
限がありましたが、久しぶりにホールでお祝いを行
う事が出来ました(^^)/　みんなでついた紅白餅も完
成しました！ （第二野の花学園　森　英合佳）

紅葉ドライブ　レッツかまど神社♪ 古希のお祝い　紅白餅！！

よいっしょー

紫と赤に身を包んで
お祝い
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