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●編集後記　寒かった春もようやく水ぬるむ季節となり、いかがお過ごしでしょうか。
　多くの新入職員が入職され、少し遅れましたが私もこの４月より一人暮らしをする事を決め炊事・洗濯で奮闘中で
す。新年度第１号ですので、新たに開始された事業紹介や新しい野の花での活動内容を中心に記事にしました。今年
度も野の花の魅力を満載してお届けできたらと思っています。次号もお楽しみに！（ちくぜん野の花　矢田　真麻）
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第一野の花学園　春の集い
　4 月 22 日 ( 土 ) 野の花学園後援会主催「春の集い」が開催されました。
今年度は第一学園の改修工事が行われている関係で、野の花富楽和裏
の今津運動公園で開催される運びとなりました。当日は天候に恵まれ、
まぶしいほどの日差しの中、後援会の皆様・野の花学園全事業所の利用
者・保護者・職員など 540 名の参加がありました。自由時間には今津
運動公園や元寇防塁跡など今津ならではの場所を散策したり、各事業
所の名産品を揃えた即売コーナーを回ったりと、それぞれが楽しい時
間を過ごしました。久しぶりに会う方、初めて会う方、たくさん方々との交流が行われ、一日中笑顔の溢れる集いと
なりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第一野の花学園　福澤　奈々）

雲一つない青空！ 会場は野の花デイー

入職者名簿は最後のページ平成 29年度職員人事異動参照 ■ ■ ■▶

入職者へ熱いメッセージ
福田量理事長

決意発表
讃井　智美（イーライフ）
前村　亜実（第一）　　　
石田　敬子（第一）　　　

　桜も満開に咲き誇る中、平成 29 年度入職式が平成 29
年４月１日（土）に法人本部で行われました。今年度は
43 名の新入職員が夢と希望を胸に晴れの入職式となり
ました。
　福田量理事長から歓迎のメッセージが送られた後、入
職者代表３名による決意発表が行われました。次の時代
を担う精鋭に会場からは限りない期待のエールが送られ
ました。　　　　　　　　　　　（法人本部　隠塚　祐樹）

平成 29 年度入職式

第五野の花学園　パンの花がオープンしました

　朝倉郡筑前町に就労継続支援Ｂ型の店舗型の施設として４月２日にオープンしました。つくりたてのパン
の売り場は 296.21㎡、新鮮野菜の売り場には 72.30㎡と 24 台の駐車場を備えています。開店から約１ヶ
月になりますが、連日大盛況のにぎわいに利用者さんも毎日大奮闘中です。お近くに来られた際は是非お立
ち寄りください。

（第五野の花学園　パンの花　上野　祐子）

新鮮野菜をどうぞ♪ 大行列のパン売り場！

●平成29年度入職者（　）内は配属先

百冨 綾乃　（本部） 平田 美和夏（本部） 隈本 有耶　（本部） 瀬戸 淳司（イーライフ） 讃井 智美（イーライフ）

山口 美由紀（イーライフ） 砂原 光（キャリサポ） 舞山 洋一郎（第一） 鍋吉 智文　（第一） 水内 伸一　（第一）

立野 　一　（第一） 段下 諒太　（第一） 佐々木 瞳　（第一） 前村 亜実　（第一） 大塚 春菜　（第一）

中村 慎治　（第一） 坂本 啓太　（第一） 野間 千晶　（第一） 塚本 真梨　（第一） 石田 敬子　（第一）

村上 智香　（第一） 池宮 早耶　（第一） 稲原 大史　（第一） 田中 龍之介（第一） 河野 史裕　（第二）

立石 健人　（第二） 森 英合佳　（第二） 石田 景子　（第二） 佐藤 陽子　（第三） 森　 詩晴　（第三）

河原 理菜　（第三） 天本 亜由美（第三） 豊田 小百合（なのみ） 市川 ゆきみ（なのみ） 荒川 悦子（ちくぜん）

矢田 真麻（ちくぜん） 八戸 正成（ちくぜん） 中川 誠（ゆいぱる） 小西 朱鳥（ゆいぱる） 山口 宇志夫（富楽和）

松尾 雄太（富楽和） 本村 絵利子（富楽和） 富永 美咲（富楽和）

寄付御礼　※あたたかいご支援に感謝申し上げます。
　・株式会社奥村組　九州支店　様
　・福岡トヨタ自動車株式会社　様
　・イオン大野城店　様

●苦情受付状況

　平成 29 年３月 1 日～
４月 30 日　実績０件

■平成 29年度職員人事異動
【昇格】※（　）内は旧役職名
（平成 29 年３月１日付）
山下　亨　　　野の花富楽和施設長（複合福祉施設松濤園開設準備室長）
渡邊　伸也　　野の花富楽和支援主任（野の花学園キャリアワーク立花支援員）

（平成 29 年４月１日付）
天野　亮　　　第五野の花学園支援課長（第二野の花学園支援係長）
高砂　雄太　　放課後等デイサービス野の花今津支援主任（第一野の花学園支援員）
高浪　真理子　第二野の花学園支援主任（第二野の花学園支援員）

【異動】※（　）内は旧配属先
（平成 29 年４月１日付）
平山　裕一　　ちくぜん野の花支援係長（キャリアサポート福岡支援係長）
二俣　咲喜子　キャリアサポート福岡支援係長（第三野の花学園支援係長）
手嶋　里美　　ちくぜん野の花支援員（障害者就業・生活支援センターちくぜん生活支援員）
関野　智恵　　障害者就業・生活支援センターちくぜん就業支援員（ちくぜん野の花支援員）
黒岩　勇基　　第五野の花学園支援員（福岡市立ふよう学園支援員）
廣野　鉄郎　　福岡市立ふよう学園支援員（第一野の花学園支援員）
山口　美由紀　障害者就業・生活支援センター野の花就業支援員（キャリアサポート福岡支援員）
大庭　英之　　野の花富楽和救護施設野の花支援員（ちくぜん野の花支援員）
酒見　直美　　野の花学園フラワー支援員（第一野の花学園支援員）



医療・介護・福祉食事サービスのパイオニア
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病院給食をよりおいしく、より効率的に。

TEL.093-671-3131九州支店：北九州市八幡東区山王2-19-1

簡易班　 カゴ班　 体力作り　 クッキ―班　

　福岡市立なのみ学園では、4月 1日（土）に新年度開始式を行いました。新規利用者の方々を迎え、新たな班編成・
担当も発表されました。利用者の皆さんは大盛り上がり！
　今年度、なのみ学園では利用者の方々へ、短期入所など法人内にあるサービスの情報を随時提供し、これまで以
上に充実した幅広いサービスが野の花学園全体で利用して頂けるよう努めていきたいと考えています。もちろん、
なのみ学園の就労移行支援、自立訓練、就労継続支援Ｂ型の内容も更にパワーアップし充実したサービスが提供で
きるよう企画して参ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（なのみ学園　大久保　絵梨）

なのみ学園　新しい作業班

新入社員賞受賞！やったー！

　まどか・ゆいぱる　城戸　将伍さん
　障害者の絵の才能を発掘するプロジェクトとして「くばらだんだんアート」（久
原本家グループ本社など主催）が行われました。「みんなで食べたい元気いっぱい
ごはん」のテーマで 680点の作品の中より大賞 6作品の中、新入社員賞を見事受
賞しました。受賞された城戸将伍さんより「680人の中から選ばれて嬉しいです。
この絵を選んでくれた新人社員さんに感謝しています。」と、喜びと感謝の気持ち
のコメントがありました。また、この作品が描かれたラッピングバスが、県内で走っ
ていますので、是非見つけてくださいね。　　　（まどか・ゆいぱる　徳安　真美）

くばらだんだんアート展　新入社員賞受賞

キャリアサポート福岡　清掃活動を始めました　　　　　　　　　　　　　　　　
　平成 29年度を迎え、事業を開始して半年が経ち、現在 9名の方が通っています。そ
れぞれ “就職 ” という目的に向かって日々労働習慣（あいさつ・身だしなみ・体力）の
向上やパソコン訓練にはげんでいます。
　就職にとどまらず自己研鑽と社会貢献という意識の向上を目ざして天神周辺のゴミ拾
いを始めました。ゴミを拾うことで「とてもすがすがしい気持ちになった。」「よい気分
転換になった。」との意見もあり、この活動は町を綺麗にするだけではなく、利用され
ている方の心も豊かにしているようです。　　　（キャリアサポート福岡　大本　梓織）

ゴミが拾える人間になろう♪

第二野の花学園　保護者会会長（新任の挨拶）　井長　京子
　今年度より第二野の花学園の保護者会会長になりました。ここまで立派な体制と保護者
の方々が確立された事、そしてそこへ入所出来ている事を本当にありがたく思っておりま
す。施設長をはじめご指導にあたって下さる先生方、職員の方々、また野の花学園理事長
をはじめ役員の方、皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。福祉行政はさまざまに変化して
おります。園と保護者との相互理解をさらに深め意見交換・情報交換の場を大切にして共
に一歩前に進んでまいりたいと思っております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。

■ 保護者会から一言

第二野の花学園　五玉神社祭礼
　４月７日の 11時より五玉神社の祭礼が行われ、
利用者７名、職員３名が参加しました。五玉神社
は安産の御利益で知られ、境内にある玉にまたが
れば玉のような子宝に恵まれると言われていま
す。天候は悪く、あいにくの雨でしたが、神主の
祝詞が始まると皆さんそろって両手を合わせる姿
が見られました。お参りが終わると、五玉神社内
の境内をまわり、本殿の裏にある五つの玉を見学
しました。第二野の花学園では毎月、高原パトロー
ルのメンバーが境内を見周り、ゴミ拾いや落ち葉
掃除を行なっています。

（第二野の花学園　久家　善明）

五玉鈴を奉納！

一に健康、二に健康…

テーマ曲　Choo Choo TRAIN（EXILE）
　第一学園では月に 2 回ダンスの講師に来て頂き、歌や踊りが大好き
な 21 名の利用者さんがダンシングファイターとして活動を行っていま
す。様々なレクリエーションで体を動かした後は、発表の場で披露する
ダンスの練習を行います。現在練習を行っている新曲は・・・EXILE の
Choo Choo TRAIN です。テンポの速い曲ですがみなさん一生懸命練習
に取り組んでいます。今年も元気いっぱい楽しく頑張るぞー！

（第一野の花学園　福澤　奈々）

桜満開、笑顔満開　ふよう学園春の交流会

　４月８日（土）、ふよう学園食堂にて春の交流会がおこな
われました。今年は利用者・保護者の方、職員合わせて史上
最多の100名の方の参加がありました。職員の自己紹介が
あった後、お弁当を食べ、その後は綿菓子・ポップコーン
の出店、法人商品の即売、お隣のフレンドホームさんでは
カフェ・カラオケの催しがおこなわれました。また、スラ
イドショーで利用者の方の活動の写真や新年会の時の出し
物など見ていただき、「あ！○○さんが写ってる！」などの
声があがり、盛り上がりました。園庭の桜も満開で、きれ
いな桜とともに、みなさんで楽しく素敵な時間を過ごしました。（ふよう学園　新谷　いずみ） 花見弁当、うまっ！

桜の下でハイ、チーズ！

■社会福祉法人野の花学園　新評議員の紹介
　去る平成 29 年３月 27 日開催の平成 28 年度　第５回理事会において、平成 29 年４月１日より新評議員とし
て次の８名の方々が就任されました。
・林　　宗一　（野方菱光株式会社　代表取締役）
・三好　律子　（福岡市今津公民館　館長）
・原口　眞治　（筑前町社会福祉協議会　会長）
・鈴木　大輔　（一般社団法人　福岡青年会議所　理事長）
・小谷　広幸　（大野城市社会福祉協議会　常務理事・事務局長）
・高須賀　徹　（高須賀　徹税理士事務所）
・久保　美代子（愛宕校区自治協議会　副会長）
・鶴山　安雄　（医療法人永寿会シーサイド病院　事務長）
任期：平成 29 年４月１日～平成 35 年度定時評議員会終結の時まで


