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野の花学園～ずっと、もっと、福祉に～

野の花学園グループホームの現状と今後の展望について
　第一野の花学園においては、14か所のグループホームを運営しており、41名の
利用者の方々が地域で生活を送られています。また、地域での生活を目指して宿泊
型自立訓練、地域移行型ホームを利用される利用者の方を加えると 60名を超える
利用者になります。この 60名の中には野の花学園の歴史と共に歩んで来られた利
用者の方も多く、近年、高血圧や糖尿病等の内科疾患を患っている方も増えてきま
した。このような状況の中で、利用者の方々が今後も継続して地域生活を送ってい
けるように、グループホームを整備していく事が必要になってきました。整備の第
一段階として現在の就労支援の先駆けとして建設された通勤寮が長い歴史に幕を閉

じ、平成 29年４月頃に取り壊される予定となっており、地域移行支援センターが新たな居住スペースに生
まれ変わる為に大規模な改修を進めています。また、グループホームにおいても、平成 29年 1月に２ヶ所
のホームを開設、４月には野の花富楽和内に定員 10名のグループホーム「フラワー」が開設されました。
　今後、変わりゆく福祉施策の中で野の花学園が築き上げてきた伝統に新しい風を吹き込みながら、利用者
の方々が安心して地域での生活を送り続ける事が出来る様に努力していきたいと思います。

第一野の花学園　次長　中野　正人
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第五野の花学園　「パンの花」４月２日（日）にオープン
　来る平成 28 年 11 月７日（月）に朝倉郡筑前町長者町小牟田の建設予定地
で第五野の花学園新築工事起工式が行われました。
　建設設計者である IWAKIRI S.A. 一級建築士事務所、施工者である梅林建設、
長者町区長、野の花学園関係者など多数が参加されるなか工事の安全を願っ
て起工式が行われました。
　この第五野の花学園が運営する「パンの花」では就労継続支援Ｂ型の作業
所として地域の方々に出来立てパンと新鮮野菜を提供する直売所となります。
　４月２日（日）のオープンに合わせて準備中ですが、地域の皆さんに喜ん
で頂けること、更には利用者の皆さんが安全でやりがいのある施設づくりを
目指します。　　　　　　　　　　　　　　　　（第二野の花学園　天野　亮）

工事の安全と繁栄を祈りました

●編集後記　　暖かな春の陽気にさそわれて桜のつぼみも今にもはじけそうなふくらみに変わってきました。野の
花だよりは今年度最後の発行となります。１年を通して、様々な法人の様子をご紹介してきましたが、野の花学園
の事業展開はまだまだ続きます。新年度から野の花富楽和（ふらわー）と第五野の花学園「パンの花」が新たにスター
トします。新たな利用者、職員との出会いを楽しみにしています。花冷えで時折寒の戻りがありますので、皆さま
体調にはお気を付けください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（なのみ学園　大久保　絵梨）
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楽和の落成式が行われました。
　２月 13 日（月）雪の舞う寒さも落ち着き、心地よい晴れ間がのぞく
なか複合福祉施設松濤園の落成式が行われました。野の花学園では、野
の花　富楽和として救護施設（定員 50 名）と障がい者グループホーム（定
員 10 名）の運営を行います。
　よりよい施設となるためにどのように事業運営を行い、利用者に対し
て支援を行っていくのか、職員間の会議は連日続けられています。法人
の理念である「一人ひとりの豊かな生活」の実現に努めていくよう、志
を一つにする落成式となりました。　　（第一野の花学園　福澤　奈々）

挨拶する福田量理事長

モダンな建物！

●苦情受付状況
　平成 29 年１月 1 日～

２月 28 日　実績０件

寄付御礼　※あたたかいご支援に感謝申し上げます。
　・斉藤　俊仁　様　　　　　　　　　　　　・高原　都志江　様
　・明 治 安 田 生 命 　 甘 木 支 店　様　・福 岡 友 の 会 　 西 方 面　様
　・C & D 労 働 組 合 協 議 会　様　・第一野の花学園保護者会　様
　・野の花学園グループホーム保護者会　様
　・福岡県建物管理事業協同組合㈱　福岡市民ホールサービスグループ　様

●障害者就業・生活支援センターちくぜん　第２回業務連絡会議
　１月 10日（火）、筑前町めくばーる健康福祉館にて第２回業務連絡会議を開催
しました。ハローワーク朝倉　トータルサポーター権藤氏より「精神障害者雇用
トータルサポーターについて」、㈱ジャストヒューマンネットワーク　運営管理
責任者　国崎氏より「福岡県障害者雇用拡大事業について」の講演をして頂きま
した。甘木・朝倉保健福祉圏域の関係機関 36名が出席し、今後の連携のため有
意義な意見交換の場となりました。

（障害者就業・生活支援センターちくぜん　西依　まゆみ）

●障害者就業・生活支援センター　相談・就職件数状況報告
障害者就業・生活支援センター野の花（TEL：092－729－9987）
平成 29年 1月の相談件数：885件／就職件数：2件

障害者就業・生活支援センターちくぜん（TEL：0946－42－6801）
平成 29年 1月の相談件数：301件／就職件数：1件

企 業 紹 介（西日本印刷工業株式会社）
　第三野の花学園では、施設外就労として通所される利用者が
企業の業務を一部受託し、企業内で作業を行う活動です。毎日
の積み重ねで会社のルールやマナーを学びながら、利用者一人
一人の工賃アップにもつながっています。施設外就労を通して
企業で様々な作業をさせて頂くことで将来の雇用への自信、そ
して希望へとつながり現在 3名の利用者が協力企業に雇用して
頂き活躍しています。
　いつもご協力ありがとうございます。

【協力企業名】：西日本印刷工業株式会社
【場　　　所】：福岡県福岡市博多区井相田 3-2-1
【職　　　種】：印刷業

（第三野の花学園　　塚本　翔）

西日本印刷工業株式会社　外観

工場内作業風景！！
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豆まき「鬼は外！福は内！」ふよう学園
　福岡市東区松島のふよう学園（古川慎太郎施設長）では季節ごとにいろんな行事に
取り組んでいますが２月３日は節分の豆まきをしました。
　毎年、年男年女の人に豆をまいてもらっており今年は５名の利用者さんが酉年でし
た。待ちに待った昼休みに、どんな鬼が来るのかみなさん楽しみにされていましたが、
今年は青鬼が登場！酉年の利用者さんは職員がタオルで手作りした鳥の被り物をして
鬼に豆を投げました。新しい年に悪いことが起きないように願いを込めて「鬼は外！
福は内！」と声を合わせ、厄を払うことができました。中には鬼と握手をして仲良くなっ
ている利用者さんもいる (^_^) などみんなで楽しむことができました。みなさんが幸せ
な１年になりますように…。　　　　　　　　　　　　　　（ふよう学園　木戸　美紅）

鬼は外！福は内！

「放デイ姪浜」にぎやかにオープン！
　２月１日付けで放課後等デイサービス野の花　姪浜が事業を開始しました。
放課後等デイサービス野の花姪浜（放デイ姪浜）は姪浜駅から徒歩５分とアク
セスもよく、目の前には姪浜中央公園があり、グラウンドや遊具なども充実し
ています。
　また、近くにはショッピングモールやボウリング場があり、買い物支援や余
暇支援なども楽しめます。第一野の花学園との合同イベントや交流、ダンスや
歌などの療育も取り入れています。　　　　（第七野の花学園　川﨑　あやか）

第三野の花学園　活動報告
　第三野の花学園（宮地博司施設長）では、2月現在、4名の方が一般企業へ就職をしています。「社会の一員」
として、働く大変さを感じながらもやりがいを持って働いています。また施設内外の活動を通して、就職を目指
した取り組みをしています。特に実社会で働く経験を積む為、職場実習には積極的に取り組んでいます。
　今後も多くの方々や企業様にご協力、ご指導を頂きながら利用者、職員一同努力していきたいと思います。

（第三野の花学園　豊田　紗彩）

就職者 4 名
就業先 清掃・製造・食品・工場

実習件数 14 件
実習先業種 店舗内（品出し・ハンガーかけ等）、清掃、事務、工場　等

平成 28年度 2月現在

キャリアワーク立花「日帰り旅行」 　1月 30 日（土）にキャリアワーク立花の利
用者と一緒に唐津方面に日帰り旅行に行ってき
ました。今回は、コラーゲン料理で有名な「あ
いしとーと」で昼食を食べ、見学地に唐津城、
鏡山神社に行きました。当日のお金の準備や家
族へのおみやげ選びなど、事前学習で学んだこ
とが上手に出来、自信に繋がっていた様子が伺
われました。この日はNPO法人「はぁとスペー
ス」の方たちも一緒に参加され、楽しい時間を
過ごすことが出来ました。

（キャリアワーク立花　渡邊　伸也）福岡はどっちかな？

あれが唐津城ばい

「まどか・ゆいぱる」平成33年度まで運営継続決定！
　指定管理者として運営をしております「大野城市障がい者支援センター　まどか・ゆいぱる（以下　まどか・
ゆいぱる）」を平成 33 年度まで引き続き当法人が運営することになりました。「まどか・ゆいぱる」は平成 26
年度から、大野城市の指定管理者として選定され、3 年間の期限付きで運営を行ってきましたが、4 年目以降の
運営の一般公募が昨年 9 月に開始され、10 月の一次審査、11 月の二次審査、12 月の大野城市議会を経て、正
式に当法人が平成 29 年度以降の 5 年間の指定管理者として選定を受けました。
　平成 26 年度当初から比べると、利用者数も増加したことから事業の定員増、また制度変更に伴い指定特定相
談支援事業の開始など、少しずつ業態を変えつつありますが、今後も利用者はもとより、地域に愛される施設
づくりを目指していきたいと思います。

（大野城市障がい者支援センター　施設長　宮地　博司）

　お正月から続く小春日和のなか平成 29年１月７日（土）に、夢と希
望に満ちあふれた新社会人を迎える平成 29年度内定式が行われました。
　今年の４月から社会人になる方や既卒の方を含めて 43名の精鋭が勢
ぞろいしました。
　福田量理事長の歓迎の挨拶、一年先輩の職員経験談などに真剣に聞き
入っていましたが、午後の昼食会をはさんだ交流会では笑顔とともに野
の花マンとしての決意も見られました。　　　　（法人本部　隠塚　祐樹）

43 名のニューフェイス

平成２９年度内定式を行いました

新年会・成人の祝い
　1月 21 日（土）に新年会・成人の祝いがなのみ
学園（阪本光紀施設長）で開催されました。新年会
では、「すごろく」や「福笑い」など、様々な催し
物を実施しました。「すごろく」は職員の手作りで、
大うけだったようです。また、今年は自立訓練班
5名の利用者が晴れの新成人となられましたが、そ
れぞれが保護者の方への感謝の気持ちを発表された
時は大きな感動でした。会の締めくくりは、全員で
Kiroro の「未来へ」を合唱し、参加者みんなが野の
花ファミリーを実感しました。そして、最後の最後
には、テレビ局の取材が入るという大きなサプライ
ズも。笑いあり、涙あり、驚きありの素晴らしい会となりました。（なのみ学園　大久保　絵梨）

お手本を見ながら♪意外と難しい！

白熱　のかるたブース手作りのすごろく♫新成人の発表に感動！

永年勤続表彰について　　　　　　　　　　　　　　　　　
　今年で永年勤続 20年、ここまで続けられたのも、諸先輩方やスタッフの皆さん、そ
して利用者さんに出会えたこと、そして家族の支えがあってのことだと思います。法
人からは永年勤続 20年の表彰として金一封（20万円と記念品）を頂き、久しぶりの
家族旅行で沖縄に行かせて頂きました。美ら海水族館やダイビングを満喫し、家族で
楽しい思い出を作ることが出来ました。これからも法人の理念である「豊かな生活の
場を求めて」を念頭に、利用者一人ひとりに向き合って行きたいと思います。

（第二野の花学園　大坪　哲平）

パパ 20年おつかれさま！


