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　児童発達支援センター野の花への辞令を受け４月１日付をもって施設長に就任致し
ました。
　児童発達支援センターは、工事の遅れから第一野の花学園を代替施設として利用し
ていますが、７月１日から予定どおり『児童発達支援センター野の花』を看板に新セ
ンターでの事業を開始します。
　安全面を最優先に、地域における児童発達支援の中核を担うセンターとしての役割
を果たしながら、豊かな自然と福祉が生きている町「今津」で一人ひとりの児童の得
意な事、好きな事を尊重し、さまざまな遊びや療育活動にいきいきと参加できるよう、
また、児童自身が達成感や満足感を得られるように、様々な機関と協力しながら、児
童の育ちと家族の子育てを応援していきたいと考えています。

� （児童発達支援センター　施設長　小野　真一郎）

五灯館大学校入学式

決意表明 代表４名
山本　光政　（第一野の花学園）
若松　広紀　（第一野の花学園）
加藤田　智博（第二野の花学園）
立石　早彩　（第三野の花学園）

ご入学おめでとうございます！

頼むゾー！明日の野の花

緊張の入学式
期待の新生活がはじまります

　春の日差しが心地よく感じ始める 4月 6
日（土）、平成 31年度入職式並びに辞令交
付式が行われました。
　元号も変わり、野の花学園創立 60周年と
いう記念すべき年に 53名の職員が入職しま
した。
　福田理事長からの歓迎と激励を受け、４
名の入職者代表が力強い決意表明を行いま
した。
　４月１日から新規事業４件がスタートす
るのに伴う大量採用になりましたが、創立
百年の夢を実現する精鋭になるものと期待
しています。� （法人本部　平田　美和夏）

　五灯館大学校の第 2回入学式を 4月 15日 ( 月 ) にア
クロス福岡円形ホールにて行い、9人が新しい大学校生
活をスタートさせました。式典では、福田量学長が、こ
こで学ぶ 4年間で様々な事を体験し、人との繋がりや
社会性を身に付けて楽しい学生生活を送ってほしいと激
励。新入生を代表して平間新一朗さんが、①友人を作り
共に成長する②生活の知識や技術を学び専門課程にス
テップアップすると、目標を発表されました。新入生の
熱い思いに答えるよう、教職員一丸となってしっかりサ
ポートしていきたいと思います。
� （五灯館大学校基礎課程本校　教務主任　小方　国恵）

新入職員 53 名入職式
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 福岡市中央区天神2丁目4-15　プリオ天神ビル 
TEL 092-712-0245　FAX092-712-6342

福 岡 に 住 む

あ な た の 安 心 ふ く じ ゅ う で す。

　桜の花が満開のふよう学園では、この春学校を卒業した
方を含め、新たに４名の利用者さんを迎えました。“新た
な仲間”を迎え入れたふよう学園のみなさんも、フレッシュ
な雰囲気に包まれ、とても賑やかな新年度のスタートとな
りました。
　自立訓練では、座学や清掃、区役所での販売活動、運動
プログラムなどの訓練活動を行なっています。4名の方も
始めは緊張した様子もありましたが、今は真剣に作業や訓
練活動に参加され、笑顔も見られるようになりました。こ
れから季節の行事や、旅行などのイベントも楽しみです
ね！今後もふよう学園で様々な経験を重ねていってほし
いと思っています。� （ふよう学園　木戸　美紅）

新規入園者４名！ふよう学園へ

次はアレとコレをして・・・

みんなと一緒で、タノシー♪

　10年勤続と子供の誕生日祝いを兼ねて宮崎・鹿児島
に行かせていただきました。
　野の花学園から10万円分の旅行代金の補助もあり、
宮崎までは飛行機移動、現地ではレンタカー、ホテル
の35階オーシャンビューに宿泊するという贅沢プラン
で過ごしました。振り返ると、利用者さんや保護者の
方、職員や上司に恵まれ、苦しい時も楽しい時も分か
ち合い10年頑張ることができました。これからは、経
験を活かしつつも新たな事を日々吸収し、情熱に変え
ることが出来るよう、学び、行動していきます。

（第一野の花学園　平尾　愛美）

10年勤続旅行を終えて・・・

海は広いな大きいな

イェイイェイ 楽しい～ (^^)v

春の集いで大盛り上がり♪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　去る４月20日（土）、野の花学園後援会主催　春の集
いが第二野の花学園にて盛大に開催されました。当日は
天候に恵まれ日差しが眩しい一日となり、総勢700名近
い利用者と保護者の皆さんが一堂に会し賑わいました。
４月より新事業も開始され、初めて来園された方、顔を
合わされた方もいました。野の花の歌のように野の花の
輪がどんどん広がり、ともだちが増えています。♬みん
なみんな野の花のともだちだ♬
� （第二野の花学園　内田　由子）

野の花学園後援会　林宗一会長 各拠点の出し物で大盛り上がり (^o^)

　第三野の花学園で在職者交流会を３月に行
いました！最初は緊張して無言の時間があり
ましたが、就職した先輩に質問コーナーで質
問を沢山したり、みんなでお菓子やポテトを
食べながら、最後はわいわい楽しくお話しを
しました(*^_^*)また来年は今の在籍している
人が先輩になって話をしている姿が想像でき
ました(^.^)� （第三野の花学園　河原　理菜）

在職者とわいわい賑やかな交流会

質問ターーーイム！！！ わいわいお喋り中 ^^

緊張気味の自己紹介…
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株式会社　ホームラン・システムズ
〒812-0015 福岡市博多区山王2丁目6-20

Tel.092-433-6160 Fax.092-433-6168
http://www.hrs0724.jp

病院給食をより美味しく、より効率的に。

医療・介護・福祉食事サービスのパイオニア

　　　　 富士産業株式会社
九州事業部

〒812-0013　福岡県福岡市博多区博多駅東3-1-1　

TEL（092）474-7105㈹　FAX（092）471-7515　

　平成31年４月１日より、児童発達支援センターが開設されました！
　現在は工事の遅れから第一野の花学園を代替施設として使用していますが、
７月１日から、『児童発達支援センター野の花』の名称の新センターで運営を
してまいります！
　児童発達支援センターは、障がいのある方や発達がゆるやかな３歳～５歳
のお子さんを対象とした療育や相談などをおこなうところです。
　児童一人ひとりの発達や特性にあった集団での遊びや様々な活動を通し、
児童の長所をのばしながら、日常生活の基本的な動きや生活リズムを整えた
り、集団生活に慣れていったりなど、就学に向けてのお手伝いをおこないます。
　今年度は16名の児童とい
ろいろな活動や遊びを通し
て、児童の「嬉しい」をたく
さん増やしていけるように、
支援してまいりたいと思いま
す。
（児童発達支援センター野の花
� 新谷　いずみ）

　糸島の美しい田園風景に囲まれたのどかな場所で、就労継続支援B型事業と
して５月１日より事業を開始しました。
　“農業”と“福祉”が連携し、農業活動を通じて利用者の方々に自信と生きがい
を感じて頂けるような事業所を目指してまいります。“農業”ということもあ
り、天気予報とにらめっこしながら、現在“みかんの管理”に取り組んでいます。
今後は地域の方々と協力しながら野菜の栽培等にも取り組み、日々利用者の
方々と一緒に糸島の自然を眺め、感じながら活動していきたいと思います。
　ぜひ一度、この雄大な自然環境にある“志摩日々菜々 ”にお越しいただき、
体感してください！� （志摩日々菜々　岡村　安希）

児童発達支援センター野の花

志摩日々菜々でのびのび支援

地域の方が師匠です！

新センターがまもなく完成です！

みかん畑での休憩風景。
ちょっとひと息。。。

４月事業開始！

５月スタート

住　所：〒819-0165
　　　　�福岡県福岡市西区

今津734-1
電　話：092-707-5003
ＦＡＸ：092-707-5004

住　所：〒819-1325
　　　　�福岡県糸島市志摩

西貝塚239
電話/ＦＡＸ：092-332-8832

●福岡今津郵便局

●ガソリンスタンド

●

●西警察署
　今津駐在所

福岡志
摩前原

線
至
　今宿
駅 

↓

県道54号線

児童発達支援センター野の花児童発達支援センター野の花

●
糸島クリーンセンター

花掛神社● ●熊野神社

●東貝塚公民館
●

志摩日々菜々志摩日々菜々

県道54号線

県
道
５
０
６
号
線

JR 今宿駅より車で７分
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9-15-8F 
TEL 092-622-8071 URL www.fkyosai.com/ 

株式
会社 東 部 産 業

〒812‐0063　福岡市東区原田1丁目1番21号　　ＴＥＬ　092‐611‐5815

建築・設計・施工／一級建築士事務所

野の花学園創立 60 周年記念事業募金協力のお願い
　社会福祉法人野の花学園は、1959年の創立から本年を以って60年を迎えることになりました。
　この間、多くの方々のご支援に支えられて順調な発展を続け、現在では地域に根を張るように21か所の施設
を運営しています。この度の60周年を契機に創立60周年記念事業として第一野の花学園の建て替えをはじめ施
設の大規模整備を行うことにより利用者の方々の安全安心の向上に努めたいと計画しております。
　何卒趣旨にご賛同賜り、ご寄付のご支援をよろしくお願い申し上げます。
　別途お届けいたします振込用紙にてお振込み下さい。

西鉄白木原駅より徒歩 10 分
JR 大野城駅より徒歩２分

　今年度より、野の花学園で３か所目となる障害者就業・生活支援センター事業
の運営がスタートしました。
　年度が変わった４月１日、支援を求める利用者は多く、早速の電話や来所によ
る相談、また、企業・関係機関への訪問など自然と開始することができました。
　筑紫圏域は、当法人が既に業務を行っている２つの圏域と隣接することもあり、
効率的な情報共有や様々な連携で、より多くの方やより多くの企業等へ支援が届
き、より良い支援を円滑に進める事が出来ると考えていますので、配置スタッフ
5名、しっかりと連携を図りセンターの役割を果たしたいと思います。

（障害者就業・生活支援センターちくし　平山　裕一）

　５月１日より障がい者の就職を支援するキャリアサポート天神がスタートしました。この
天神地区で、先にオープンしたキャリアサポート福岡と五灯館大学校基礎課程に続く３か所
目の施設です。
　活動内容は、就職に必要なコミュニケーション能力向上のためにグループワークや座学・
茶話会などを計画中です。事業所の中だけでなく外にも飛び出し、視野を広げながら働く為
の体力づくりも行っていきます。
　自身の強み、課題を共に考え、長期的に働ける基盤づくりを行っていきます。就職後には
安心して就労を継続していけるように定着支援事業も行っていきます。

（キャリアサポート福岡　島村　晴子）

障害者就業・生活支援
センターちくし

キャリアサポート天神

４月事業開始

５月事業開始

住　所：〒816-0811
　　　　�福岡県春日市春日公園5丁目16番
　　　　コーポ220
電　話：092-592-7789
ＦＡＸ：092-586-6689

住　所：〒810-0041
　　　　�福岡県福岡市中央区大名

2丁目9-30　淀ビル2Ｆ
電　話：092-406-8987
ＦＡＸ：092-406-8986

JR大野城駅

白木原駅

西
鉄
天
神
大
牟
田線

JR
鹿
児
島
本
線

牛
頸
川

牛
頸
川

県道
580
号線 ●

県立
春日高等学校

障害者就業・生活支援
センターちくし
障害者就業・生活支援
センターちくし

●

●駿台予備校

グランドビル●

すき家　
（福岡舞鶴店）●

●福岡共栄火災ビル

●西鉄グランド
　ホテル

舞鶴二丁
目交差点

昭和通
り

明治通
り

至　天
神駅→

●

キャリアサポート天神
（五灯館大学校 専門課程 天神校）
キャリアサポート天神
（五灯館大学校 専門課程 天神校）

（五灯館大学校専門課程　天神校）
天神駅から徒歩５分

おしゃれ～♪

（　　）
春日市・大野城市・
ちくしの市・太宰府市・
那珂川市をエリア
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 建築 + 環境デザイン

 設備設計一級建築士

 CASBEE 建築評価員

 一級建築士

Scheme

Architectonology
of

株式会社

一級建築士事務所
S.A.

　福岡県うきは市吉井町清瀬４７７－４　　ＴＥＬ　０９４３－７５－２１５５

：本社営業部/福岡支店/久留米支店/日田支店/筑前支店/筑後支店

：福岡赤坂店/天神中央店/うきは店/久留米野伏間店/筑後店/八女店/みやま店

文 機 事 業 部

ドコモショップ

《昇格》
小野　真一郎 児童発達支援センター施設長 吉見　雅貴 福岡市立ふよう学園支援主任
溝口　朗 法人本部事務課長 松本　夏美 福岡市立なのみ学園支援主任
吉瀬　万紀 福岡市立ふよう学園支援係長 梅野　加奈絵 大野城市障がい者支援センター支援主任
田代　淳子 障害者就業・生活支援センター野の花支援主任 末岡　正行 大野城市障がい者支援センター支援主任
大本　梓織 キャリアサポート福岡支援主任 酒見　直美 野の花富楽和支援主任
福澤　奈々 第一野の花学園支援主任 大庭　英之 野の花富楽和事務主任
江藤　理恵 第二野の花学園支援主任 佐々木　萌 児童発達支援センター支援主任
林　良彦 第二野の花学園支援主任 三宅　似奈 放課後等デイサービス野の花今津支援主任

平成31年度　職員人事異動（平成31年４月１日付）

・・・・・・・・・・・・・・新人職員紹介・・・・・・・・・・・・・・

原田　文
第一野の花学園
長崎純心大学�卒業

楢崎　一広
第一野の花学園
久留米大学�卒業

山本　光政
第一野の花学園
九州産業大学�卒業

森田　ひなの
第一野の花学園
西南学院大学�卒業

立石　早彩
第三野の花学園
西南学院大学�卒業

内藤　朱音
第一野の花学園
ILPお茶の水医療福祉
専門学校�卒業

若松　広紀
第一野の花学園
長崎国際大学�卒業

菅　和香奈
第一野の花学園
ILPお茶の水医療福祉
専門学校�卒業

加藤　伊織
第二野の花学園
福岡こども専門学校�
卒業

加藤田　智博
第二野の花学園
久留米大学�卒業

宮田　竜星
放課後等デイサービス
第六野の花
西九州大学�卒業

立野　彩
第一野の花学園
日本福祉大学�卒業

奥村　文美
第一野の花学園

浦山　大地
第一野の花学園

鍬守　浩太
第三野の花学園

山田　洋恵
第三野の花学園

里　悠莉
放課後等デイサービス
野の花下大利
福岡こども専門学校�
卒業

丸山　瑠寧
第三野の花学園
久留米大学�卒業

後藤　かなえ
放課後等デイサービス
野の花下大利�
福岡こども短期大学�
卒業

原田　希絵
福岡市立ふよう学園

紙面の都合上、異動者は割愛しております。

中尾　優美
福岡市立なのみ学園
福岡女子短期大学
卒業

− 5−



●編集後記　　吹く風も新緑のさわやかな香りとともに、『令和』時代の幕開けとなりました。
　この季節、新しい入園者と新入職員を迎え、今年は野の花学園創立 60周年ということもあって例年にない年
度の始まりを感じています。今後も最新の情報を盛り沢山お届けできるように、努めて参りますので、ご愛読い
ただきますようお願い致します。� （大野城市障がい者支援センター　小西　朱鳥）

寄付御礼　※あたたかいご支援に感謝申し上げます。
・西南学院大学　様　　　　　・南福寺　雑巾会　様
・大宰府ゴルフ倶楽部　様　　・キャリアワーク立花保護者会　様
・森高しんこう農園　様　　　・福岡トヨタ自動車株式会社　様

●苦情受付状況
３月１日～４月 30日

　実績０件

山口　智史
野の花富楽和

石川　圭太
志摩日々菜々
福岡県農業大学校�卒業

井之　小弥加
大野城市障がい者
支援センター
西南学院大学�卒業

松下　潤平
ちくぜん野の花
西九州大学�卒業

齊藤　紘基
福岡市立なのみ学園
久留米大学�卒業

眞子　華澄
児童発達支援センター
筑紫女学園大学�卒業

佐藤　舞
放課後等デイサービス
野の花今津
ILPお茶の水医療福祉
専門学校�卒業

長谷川　有沙
放課後等デイサービス
野の花今津

小金丸　美香
放課後等デイサービス
野の花今津

松田　明莉
児童発達支援センター
西九州大学�卒業

原田　晃成
放課後等デイサービス
姪浜
麻生医療福祉専門学校
卒業

松川　翔吾
福岡市立なのみ学園
麻生医療福祉専門学校
卒業

加川　達也
福岡市立なのみ学園

東嵩西　謡平
大野城市障がい者
支援センター

田中　博江
大野城市障がい者
支援センター

足立　好弘
障害者就業・生活
支援センター野の花

工藤　大陸
キャリアサポート福岡
九州産業大学�卒業

山下　愛香
野の花富楽和

浦川　直子
キャリアサポート福岡

新里　朋子
野の花富楽和

井上　えり子
障害者就業・生活支援
センターちくし
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