
野の花だより野の花だより
社会福祉法人

野の花学園～ずっと、もっと、福祉に～QSKQSK

　６月１日に放課後等デイサービス野の花　野芥を開所しました。
　放課後等デイサービス野の花　野芥では、３つの視点「身体的発達」「社会
的発達」「精神的発達」を基盤としたサービス提供を行いたいと考えています。
　外遊びやロードワーク等で「身体的発達」を、お友達との関わりや、外出イ
ベントで「社会的発達」を、室内で楽しめる遊びや、なぞり書きプリントなど
の机上課題で「精神的発達」を育みたいと思っています。決して強要はせず、
子どもの気分や気持ちを最優先に考えた支援を行っていきます。
� （放課後等デイサービス野の花�野芥　城戸　平）

　就労移行支援事業（定員10名）・就労継続支援B型（定員10名）の小規模多
機能型としてキャリアサポート天神を開所しました。
　利便性の良い立地にあり、内装は落ち着いた色の板張りで、室内にはBGMが
流れ、カフェのような雰囲気で活動を行っています。リモートでの在宅活動も
開始したところです！新規ご利用者様を募集しておりますので、お気軽にお問
い合わせください。� （キャリアサポート天神　吉田　正志）
　　お問合せ先：092-406-8987（担当：吉田　正志、大本　梓織）
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「放課後等デイサービス野の花 野芥」

「キャリアサポート天神」
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　今年は梅雨入りが早く、かと思えば晴れて暑い日が続
いたりと、梅雨なのかどうなのか分からない！早く真夏
よ来てくれ！と言いたくなる毎日です(笑)そんな天候の中、第一野
の花学園では晴れた日に敷地内のグラウンドの草むしりを行いま
した。気づけば一面雑草でボーボーに。。。これはまずい！という
事で、利用者さんと職員でレッツ草むしり☆彡
　想像以上に広くて大変な作業ではありましたが、水分をしっか
り取りながら、利用者さんといっしょに頑張りました。(>_<)今後
も定期的に草取りを行い、綺麗なグラウンドにしていきたいと思
います!!!みなさんも熱中症には十分気をつけて下さいね☆彡
� （第一野の花学園　塚本　真梨）

　第二野の花学園では、新型コロナウイルス感染拡大防止の為、
換気や手洗いうがいを徹底しながら活動に取り組んでいますっ！
コスモス班では、来年の干支(寅)の試作品造りや箸置き造りを利
用者さんと職員で行っています(^^)/
　利用者さんは箸置きや器の底のやすりがけ、また自由製作に取
り組まれています。自由製作では花瓶、皿、湯飲み、茶椀などそ
れぞれ造りたい作品を作っています(^O^)完成後は職員に「でき
たよ♪」と嬉しそうに持って来てくれます。
� (第二野の花学園　中尾　カンナ)

第一野の花学園
　　これはまずい！！

第二野の花学園　2021干支（寅）試作品！

つくしぴあ
　　　大切なあなたへ！！！

　「つくしぴあ」の花壇に咲いた花を摘み～♪�分厚い本に挟ん
で、しばらく乾燥させたら押し花が完成‼
　メードイン�つくしぴあの押し花を、思い思いにアレンジ♪
　メッセージで想いを添えて…栞やカードが出来上がりまし
た。大切な方へのプレゼントに♬、お部屋に飾っても素敵です
ね(^^)/
　つくしぴあでは、全力でコロナ対策に取り組んでいます。三
密を避け、工夫をしながら安心して過ごせる環境を整えて、皆
さんのご利用をお待ちしております。
� （つくしぴあ　山田　洋恵）

ころころ～

私たちがきれい
にしとっと♪

育つのはやか～

できたよ～♪
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　7月に入り、新事務所に移転しました。
　新事務所は202バイパス沿いにありま
す。お越しの際は、まずはお電話ください。
　電話・ＦＡＸ番号の変更はありません。
� （西区第２基幹相談支援センター

小方　国恵）

＜新住所＞
福岡市西区今宿西1丁目25番17号

■西区第2基幹相談支援センター
　　　TEL：092-806-5259
　　　FAX：092-834-2063

■ライフサポートセンター野の花西
　　　TEL/FAX：092-407-0799

西区第２基幹相談支援センター・ライフサポートセンター野の花西
新事務所へ移転しました

2021 年 新人紹介！
（野の花だより 37 号のつづき）

皆さんよろしくお願いします！！

江口　美穂
キャリアサポート
天神

田中　敦子
第三野の花学園

冨永　早苗
児童発達支援
センター野の花

吉丸　由美
児童発達支援
センター野の花

佐田　大治
ちくぜん野の花

徳安　栄子
野の花富楽和

長岡　亜紀
児童発達支援
センター野の花

昇任 平山　裕一 第三野の花学園施設長 /大野城市障がい者支援センター施設長 /
障害者就業・生活支援センターちくし管理者／筑紫地区地域活動支援センターつくしぴあ管理者

異動 阪本　光紀 総合施設長

〃 堤　　正直 第一野の花学園施設長 /志摩日々菜々施設長 /西障がい者フレンドホーム管理者

〃 宮地　博司 第二野の花学園施設長（第五・第六含む）/ちくぜん野の花施設長
障害者就業・生活支援センターちくぜんセンター長

〃 小泉　栄治 第二野の花学園支援課長

〃 吉永　統彦 志摩日々菜々支援係長

令和３年度　職員人事異動　　（令和3年6月1日付 )　【役職昇任・配置転換】

ここです
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　放課後等デイサービス野の花　下大利では、季節にちなんだ
イベントとして、母の日のプレゼント作りを行いました！
　午前の工作では、カラフルな紙皿カーネーションを作りまし
た(^^)メッセージカードを書いてリボンで結び、個性あふれる
素敵なカーネーションができあがりました♪午後は、クッキー
にお母さんの似顔絵を描いたお母さんクッキーを作りました☆
それぞれ自分のお母さんの顔をイメージし、眼鏡を描いたり、
黒、赤、白のチョコペンを使い分けたりして、お母さんの喜ぶ
顔を楽しみに作る子どもたちの姿がとても印象的でした❀
　「だいすき」が伝わるお母さんクッキーが完成しました！
� （放課後等デイサービス野の花　下大利　宮﨑　真梨花）

わたしとあなたの笑顔がループ♪

障がい者スポーツセンター再開！！
　障がい者スポーツセンターでは、５月６月にバドミントン、ボッ
チャ、バレーボールなど多数の大会を予定していた・・・ところ
ではありましたが、残念ではありますが緊急事態宣言のため全て
中止となりました。この大会に向けて日々練習されていた利用者
の皆さんの気持ちに応えられず残念です…。
　しかし、宣言が解除され、当センターも再開しており、これか
ら９月には卓球祭りを計画しています！早くコロナが終息するこ
とを職員一同願いながら、消毒器など追加し、大会に合わせてコ
ロナ対策も強化しています！
� （福岡市立障害者スポーツセンター　松井　萌々花）

　５月の余暇活動として、モルック風・ボッチャ風ゲー
ムを計画。
　実際のモルックやボッチャ競技のルールや備品を参考
に、志摩日々菜々のオリジナルゲームを考えたんです！
そして、みんな一緒になって体を動かしました。天気も
味方して、外で広々とソーシャルディスタンスを保ちな
がら進めることが出来ました。
� （志摩日々菜々　柿本　裕貴）

モルック風・ボッチャ風！

本物のモルックと
手作り得点ピン

狙いを定めて・・・
そりゃっ！

安全配慮のお手製
ボッチャ風ボール

職員一同元気いっぱいお待ちしています♪

大好きを
伝えたいな♪
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オープンセミナーは野の花学園の魅力を感じてもらい
野の花学園を受験してもらいたい企画です。
先輩職員の「受験体験」や「仕事内容」など
オープンセミナーでしか聞けない話など盛りだくさんです。

＜採用・オープンセミナーのお問合せ＞
　福岡市中央区天神２丁目13番17号キャリアサポートセンター６階
　（TEL）092-717-9987（FAX）092-717-9988
　（メール）recruit@nonohana.or.jp
　（ホームページ）https://www.nonohana.or.jp　担当：松尾　鑑子

右のＱＲコードを読み取っていただき
フォームに必要事項をご入力のうえお申込み下さい。
（ホームページの「採用案内」からもお申込みできます。）

と　き：　令和３年９月11日（土）11時～ 15時
　　　　　（受付：10時50分より）

ところ：　天神ビル11階　９号会議室
　　　　　福岡市中央区天神２－12－１
対象者：　令和４年度の就職を予定しており、野の花学園にご興味のある方！
定　員：　20名程（先着順　※定員になり次第、受付を終了します）
内　容：　野の花学園の概要、業務内容、先輩職員の話などを予定しています！
その他：　採用試験日を令和３年10月17日（日）に予定しています

オープンセミナー（施設見学＆採用案内）開催！

参加費
無料

申込
方法

履歴書
不要

読み取って♪
応募ください

お待ちして
おります♪
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　６月27日（日）、天神ビル（福岡市中央区天神）にて令和
４年３月に卒業を迎える方向けの就職説明会を開催しました。
� （法人本部　松尾　鑑子）

・�給料など具体的な事を詳しく知ることが出来た。事業所内での空気感が分かるVTRなどを見て
どの様な仕事なのか知れた。
・VTRや質問があったのはとても分かりやすく緊張しないで聞けた。
・�個別でブースに分かれて説明して頂いたことが非常に分かりやすく印象
に残りました。
・�障害者だけでなく、児童分野に関する事業もあったので、一つにしぼる
必要はないということが魅力的でした。
・福利厚生制度のことが一番印象に残りました。
・�ネットでは分からないこともたくさん聞けて良かったです。ありがとう
ございました。

□ 1959年の創立から62年！

□ 利用者さんの定員数　約1,100名

□ 法人内拠点　25事業所

□ 最近の採用人数159名（過去3年間）

有資格取得者
・社会福祉士 47名 ・介護福祉士 64名
・精神保健福祉士 30名 ・ケアマネージャー 03名
・ヘルパー２級 37名 ・保育士  43名
・看護師 11名 ・栄養士  08名
・情報処理技術者 03名

□ 法人内の職員数398名

令和３年度「第二回就職説明会」を開催！

当日ご参加された皆さんの声

資料より「数字で見る野の花学園」

またお会い
しましょうね！

※事業拡大にともなう大量採用

入職者

H30 53 名

R01 78 名

R02 44 名
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　ふよう学園では５月下旬頃に、就
労移行支援と自立訓練で野菜の苗を
植えました。例年、芋の苗を植えて
いましたが、今年はオクラ、ピーマン、
トマト、しそ、ゴーヤなど様々な野
菜の苗を植えました。利用者さんと一緒に畑の耕しから
畝作り、マルチ張りを行いました。みなさん一生懸命頑
張ってくださいました！「元気に美味しく育ちますよう
に…」という願いを込めて、毎日水やりや観察を行って
います。できた野菜は給食で頂きます♪
� （ふよう学園　木戸　美紅）

　感染症発生リスクと隣り合わせの入所施設。対応マニュ
アルを作っても、いざという時に焦らず行動できるのか
…。富楽和では緊急時の対応力向上を目的に、感染症ま
ん延防止訓練を実施しています。「救護施設は病棟と違っ
て感染を防ぐ設備が十分ではない。感染を最小限に抑え
られるかは訓練次第」と話すのは、病棟勤務を経て今年
から救護施設に赴任した高井義明看護師。専門職の知識
をしっかり共有しながら、職員の対応力強化に努めてい
ます。
� （野の花富楽和　塩原　光）

伸びる！伸びる！！

感染を最小限に！

美味しく
育って～♪

小さな花　大きな花
色んな花があるな～

防護服の
着脱訓練！

■令和２年度　決算報告
貸借対照表（要旨）
令和３年３月 31日現在　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

詳しくは野の花学園ホームページへ！　http://nonohana.or.jp　または「野の花学園」で検索！

資産の部 負債の部
流動資産 1,627,110,045 流動負債 227,421,822
現金預金 1,189,336,069 固定負債 1,929,516,400
その他の流動資産 437,773,976 負債の部　合計 2,156,938,222
固定資産 2,710,235,367
基本財産 2,366,929,067 純資産の部
その他の固定資産 343,306,300 基本金 311,444,126

国庫補助金等特別積立金 308,958,446
その他の積立金 106,268,150
次期繰越活動増減差額 1,453,736,468

純資産の部　合計 2,180,407,190
資産の部　合計 4,337,345,412 負債及び純資産の部　合計 4,337,345,412
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定価：100円　購読料は会費等に含まれます

●編集後記
　気が付けば、今年も上半期を終え下半期を迎えました。暑い日が続く中、
皆様どのようにお過ごしでしょうか？去年に引き続き、マスクをつけての
日々…まだまだ海水浴やバーベキュー、夏祭りや音楽フェスなど夏の代名
詞にも制限がついています。少しでも早く以前の日常が戻ってくるのを心
待ちにしております。今年も我慢の夏となりそうですが、皆様も体調等、
気を付けてお過ごしください。
� （キャリアサポート福岡　工藤　大陸）

寄付御礼　※あたたかいご支援に感謝申し上げます。
　・丁　一文�様

●苦情受付状況
５月１日～６月 30日　実績０件

　第三野の花学園では、５月29日土曜日、就労移行とB型
のメンバーと一緒に余暇活動として太宰府政庁跡に行きま
した！梅雨時期ではありますが、お天道様も微笑んでくれ
て快晴でした☀政庁の建物があった場所を散策したり、み
んなでサッカーボールのパス回しをして梅雨に負けないよ
う体をたくさん動かしました！暖かくなり、芝生にはシロ
ツメ草がたくさん生えていて指輪を作りました♡
� （第三野の花学園　池尻　友）

　４月下旬から５月上旬までの期間限定で糸島めんまの�
塩漬けを行いました。糸島周辺の方から受け取った大量の
幼竹を、皮を剥ぐ・適当な大きさにカット・大きな鍋で茹
でるという一連の流れを経て、茹であがりの幼竹を塩漬け
します。
　利用者の方は、それぞれ役目を持っ
て取り組まれています。事業所の作業
場全体を使い、「うまく塩漬けできて
いるだろうか・・」と気になりつつ、
加工される業者の方に渡します。
　今まで注目を浴びていなかった幼竹
が「めんま」として食べられるように
なるなんて・・と思いながら取り組ん
でいます。
　　　　（志摩日々菜々　岡村　安希）

ノース天神即売会中止
　第五野の花学園パンの花では、毎週水曜日にノー
ス天神（福岡市中央区）にて即売会を開催しており
ましたが、コロナ禍による緊急事態宣言発令に伴い、
令和３年５月から中止としていました。
　今後に関しましても緊急事態宣言が解除される�
ことになりましたが、福岡市でも特に人口が集中�
する天神地区での即売については、新型コロナウイ
ルス感染拡大のリスクもあり、利用者の健康面を考
慮した結果、即売を実施しないことと致しました。
これからもパンの花を宜しくお願いいたします。
� （第二野の花学園　小泉　栄治）

元気いっぱい♪
みんなで楽しい！

太宰府政庁跡へゴー！

今大注目！！　糸島めんま！！

塩漬け…

2021 年黒糖・黒蜜 !!
　ちくぜん野の花では利用者と職員共同で黒糖商品
の加工を行っています。製造は農家の方々に指導し
ていただきながらですが、野の花では加工から販売ま
でを担当しています。黒糖の他にも黒蜜の加工も行っ
ていますが、いずれも人気商品ですので、作業にも
力が入ります。
� （ちくぜん野の花　松下　潤平）

　お問合せは
　ちくぜん野の花まで！
　TEL：0946-42-5701 ��絶賛

販売中 !
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