■ 平成 28 年度職員人事異動（平成 28 年４月１日付）
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野の花学園 〜ずっと、もっと、福祉に〜
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複合福祉施設松濤園開設準備室長

第一野の花学園次長（第二野の花学園課長）

先人の功績に感謝し、未来の「野の花学園」を創る

障害者就業・生活支援センター野の花課長・センター長（障害者就業・生活支援センター野の花係長）
福岡市立なのみ学園課長（福岡市立なのみ学園係長）

平成 28 年４月から、福岡市立ふよう学園から移動し、第一野の花学園の施設長
に就任いたしました。
第一野の花学園は６年ぶりに帰ってくることになり少々不安でしたが、利用者の
皆さんから「お帰り」と笑顔で言っていただき不安も吹っ飛び、今では利用者のみ
なさんに感謝して働かせていただいております。
さて、現在の福祉環境は激しく変わっています。
しかし、この学園だけは先人の思いを継承していきたいと思っています。
それは「学園」という言葉の意味です。学園は「学ぶ園（その）」です。５人の親は「学
びながら子どもたちが成長する場」を作ろうとしたと思います。
私たちも時代が変わっていっても、先人の思いを継承し、第一野の花学園の利用者に「学ぶことをサービ
スする場」を職員一同創り上げていきたいと思います。
その為には、職員一同「元気に明るく」をモットーに支援していきます。これからもよろしくお願いします。
（第一野の花学園 施設長 安元 照貴）

第一野の花学園係長（第一野の花学園主任）
第三野の花学園係長（第三野の花学園主任）

大野城市障がい者支援センター係長（大野城市障がい者支援センター主任）
障害者就業・生活支援センター野の花主任（福岡市立ふよう学園支援員）
第一野の花学園主任（第一野の花学園支援員）
第一野の花学園主任（第一野の花学園支援員）
第二野の花学園主任（第二野の花学園支援員）
第三野の花学園主任（ちくぜん野の花支援員）

福岡市立ふよう学園主任（障害者就業・生活支援センター野の花支援員）
福岡市立なのみ学園主任（福岡市立なのみ学園支援員）
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春のつどい開催！
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４月 16 日（土）に野の花学園後援会主催「春のつどい」が第
二野の花学園を会場に開催されました。参加者は野の花学園の各
施設から 500 人を超える方が集まり、とても賑わいました。４月
14 日以降、連続して発生する熊本地震の余震が心配されましたが、
天候にも恵まれ、野の花学園の多くの仲間と会う事ができ思い出
に残る一日となりました。人気の山菜鍋はおかわり続出、しいたけ・
たけのこ・わらび・ぜんまい等を袋いっぱいにして帰りました。
第二野の花学園 主任 足立 好弘

第一野の花学園係長（旅行 10 万円）

第二野の花学園事務員（旅行 10 万円）

●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
（福岡市・糸島市在住の方が対象）
TEL:092-885-9987
平成 28 年２～３月の相談件数：721 件／就職件数：11 件
平成 28 年
４月の相談件数：283 件／就職件数：10 件

平成 28 年
３月 31 日〜
４月 30 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。
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春を探して

平成 28 年度入職式
平成 28 年度入職式が平成 28 年 4 月 2 日（土）に法人本部に
て行われました。今年度は総勢 23 名の入職者です。
最初は不安と緊張で表情もこわばっていましたが、先輩職員か
ら野の花学園の徽章を胸に付けてもらい、皆さん晴れやかで自信
に満ちた表情に変わりました。入職者代表 3 名による決意表明を
行い、野の花学園の一員として大きな期待を背負っての新たな船
出となりました。
法人本部 隠塚 祐樹

障害者就業・生活支援センターちくぜん
（朝倉市・筑前町・東峰村在住の方が対象）
TEL:0946-42-6801
平成 28 年２～３月の相談件数：574 件／就職件数：２件
平成 28 年
４月の相談件数：300 件／就職件数：19 件
●苦情受付状況

山菜鍋、おかわり！
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●編集後記 春の訪れで過ごしやすい季節となり、自転車通勤の私も心地よい風を感じながら毎朝出勤しています。
さて新年度初の発行となる第 7 号には入職式や新たに開始された事業紹介等、フレッシュな記事が勢ぞろいして
います。また今号から記事を増量し、より野の花の魅力を感じて頂けるような野の花だよりをお届けできたらと思っ
ています。お楽しみに！本年度もどうぞよろしくお願い致します。
第三野の花学園 豊田 紗彩
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先輩から徽章を胸に

裕貴（第一）
将司（第一）
光貴（第二）
薫（ふよう）
菜月（なのみ）
正志（センター野の花）

川島
赤澤
荒木
西浦
内田

入職者を代表して決意表明

準士 （第一）
夕貴子（第二）
昌美 （ふよう）
春華 （ふよう）
有紀 （ゆいぱる）

第 10 回新酒発表会（お知らせ）
日程

平成 28 年６月 11 日（土）

参加自由・入場無料
時間

10：30 ～ 13：30

場所

第一野の花学園

ふよう学園ファン感謝 Day「春の交流会」
■ 保護者会から一言

第二野の花学園

保護者会会長

木村

貞彦

今年の冬は暖冬と云われていましたが、大雪もあり、寒さが続きました。やっと桜の満開も過
ぎ花冷えもない、色々の花が咲き乱れる春爛漫の季節となりました。
野の花学園は今年度にも１３の施設になると聞きました。障がい者の障害状態に適した、それ
ぞれの施設が設けられる理想の学園として成長し続けておられます。運営が順調に進んでいくこ
とを願っています。
第二野の花学園は他施設から見ても、最も重度の利用者が多く、また、高齢化が進んでいます。
私たち保護者はこの数年、高齢者が生涯安心して過ごせる施設であり、なお、最も介護を必要と
する利用者の介護も含めた老人ホーム的ケアホームの建設が実現するために活動してきました。
その働きもあって、野の花学園は昨年建設用地を購入されました。保護者はやっと希望が叶う
と期待しました。その矢先、福岡県・国が建設負担金（補助金）は認定できないとのことで、建設を断念せざるを得
ない予想もしない事態になりました。落胆しました。しかし絶対そうですかとは云えません。
代替え案として既存の施設内に、個室を確保し、介護設備や介護出来る人材（看護師・介護士）の増員、心から対
応できる職員教育などを是非実現したいと願っています。該当する利用者が、一日も早くと待ち望んでいます。
わたしが最も喜びとしていますのは、第二野の花学園保護者会の役員皆さんが明るく、熱心に、積極的に、何でも思っ
ていることを発言しておられる姿を見ることです。
最後になりましたが、皆さんの健康と平安がありますよう祈ります。

「烏山（オサン）南部障碍人昼間保護センター」よりの施設見学・活動体験
4 月 7 日、8 日に韓国の「烏山（オサン）南部障碍人昼間保護センター」より、
25 名（当事者 9 名、保護者 6 名、スタッフ 10 名）の方々が第一野の花学園に来園
されました。野の花学園の歴史と成り立ちに耳を傾けられ、熱心に施設見学をされ
ました。二日目は第一野の花学園の利用者と一緒にさつま芋の定植作業を行うとと
もに、ふよう学園の作業活動を見学されました。
また、来園の記念品と利用者へのプレゼントを頂き、二日間の視察交流を終え、
帰国されました。
第一野の花学園 山下 亨

障がいに国境無し

福岡市立ふよう学園では 4 月 9 日、利用者の方、保護者の方、ボランティアさん、
職員が参加して「春の交流会」を開催しました。清々しい晴天となり、2 階テラ
スで桜を見ながらお弁当・豚汁を食べました。新しい試みとして、たい焼きやポッ
プコーンを用意したり、ヨーヨー釣りやカラオケなどで楽しみました。
今年で７回目の開催となった交流会で、より一層親睦が深まりました。
ふよう学園 新谷 いずみ
桜を眺めながら交流を深めました

新年度始めの式・お花見
福岡市立なのみ学園では４月１日（金）に「新年度始めの式」を行いました。
式は４月から新しく就任した阪本施設長の挨拶が行われたのを初め、
「新しい担当」
と「新しい職員」の紹介を行いました。担当が変わって寂しそうにされている方
や新しい職員を歓迎する方等、様々なリアクションがみられました。
また、翌日の４月 2 日（土）には、学園の隣の公園で花見を行いました。満開
の桜の下で、お菓子とジュースを手に取り、楽しいお花見となりました。
新施設長のもとで「なのみ学園」では利用者の方々に、今までより更に充実し
たサービスが提供できるよう今後も取り組んで参ります。
福岡市立なのみ学園 古里 大輔 満開の桜でハイ、チーズ！

第一回キャリアワーク立花活動報告会

堂々とした報告ができました！

3 月 26 日（土）にそぴあ新宮にて「第一回キャリアワーク立花活動報告会」を行な
いました。この行事は、利用者の方たちがキャリアワーク立花で体験した活動の振り
返りを発表し、‘ 伝える大切さ ’ を学ぶことを目標に取り組みました。利用者の方たち
も自分たちが作り上げた年表を発表し、達成感を味わうことができたと思います。また、
お世話になった企業様をはじめ多くの方々に来場していただいたことが、大きな励み
になりました。３月で卒所された方は４名で、いずれの方も野の花学園の就労移行支
援事業所を利用されています。環境が変わりつらいこともあると思いますが、夢に向
かって自分らしく生きてほしいと思います。
キャリアワーク立花 渡邊 伸也

そめやあつこ

シンガーソングライターの染矢敦子さん来園

優しい歌声をありがとう

第三野の花学園

３月 11 日（金）
、第二野の花学園にシンガーソングライターの染矢敦子さんが来園
されました。キーボードの音色と優しい歌声がホール内に響きわたり、利用者の方々
は口ずさんだり手拍子をしたり、踊ったりと大喜びでした。１時間ほどのコンサート
でしたが、染矢さんのオリジナルソングや皆の知っている童謡、歌謡曲を聴きながら、
穏やかな時間を過ごすことができました。最後には利用者の代表の方からお礼の言葉
と花束を送り、
「また来てください」と握手をして笑顔でお別れしました。
染矢さんの代表曲「やさしい風」
第二野の花学園 江藤 理恵

新サービス開始！！

平成 28 年 5 月 1 日、大野城市下大利にある第三野の花学園に就労継続支援Ｂ型
事業所を開設しました。
働く場の提供として企業内での軽作業（紙袋・封筒）を行うとともに第三野の花
学園の施設内での作業も充実を図っていきます。
また、『サン！サン！プロジェクト』と称して心と体が元気になるプログラムを計
画しています。利用者のみなさんの生活が充実できるようにスタッフ一同、全力で
サポートしますので先ずは、見学・体験利用お待ちしています！！
協力：西日本印刷工業株式会社
第三野の花学園
塚本 翔
（お問い合わせ）092-573-9987

新作業で工賃アップ！
大野城市障がい者支援センターまどか・ゆいぱるでは、今年 1 月から海苔の袋
詰め作業を行っています。ふよう学園と連携を図り、メインの作業として毎日頑
張っています。作業は４〜５人のグループに分かれて行い、利用者はそれぞれの
能力に応じて職員と協働して取り組んでいます。工賃アップだけではなく、利用
者の方の作業意欲・技術の向上に繋がっています。３月には㈱ジャパンシーフー
ズの井上幸一社長さんも激励に来られました。ありがとうございました。
まどか・ゆいぱる 内田 有紀

１日３万個目指して

お出かけコンサートに参加しました！

情緒あふれる音色に感動！

3 月 12 日に大野城市まどかぴあ文化芸術振興課が主催する「まどかぴあアウト
リーチ事業」の “ お出かけコンサート ” が大野城市下大利にある第三野の花学園で
実施され、第三野の花学園とちくぜん野の花の利用者、職員が参加しました。コ
ンサートでは、沖縄の楽器である三線に合わせ、沖縄民謡などたくさんの歌が披
露され、全員で歌って踊って楽しみました。コンサート途中では、三線の演奏体
験コーナーもあり、初めて触れる三線ではみなさん自分で弾く三線の音に興味津々
でした。利用者のみなさんの日頃見られない笑顔があふれていました。
ちくぜん野の花 関野 智恵

