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学 園 だ よ り
與那覇るり子さん(67 歳)

生活介護事業所みやこ

與那覇民子さん（60 歳）

アダナス

お仕事大好き、お手伝い大好き、全てに全
力投球のるり子さん。頼もしくステキな女性
です。るり子さんの笑顔はまわりのみんなも
笑顔にします。これからも身体に気をつけて
楽しく元気にがんばりましょう！
生活支援員 西尾尚美

最近は動作法や３B 体操に参加し、運動をし
身体をほぐしています。おうちでもやっている
おかげか、参加し始めてから腰痛や身体の痛
みが出ることが減っています。健康を維持して
元気に作業が行えるようこれからも続けていき
ましょうね。
職業指導員 與那城笑未

砂川孝子さん（54 歳）
アダナス
パンの包装に一生懸命取り組んでいます。良
く周りを見ており後輩にも優しく作業を教えて
くれたり手伝ってくれたりすることも。頑張りす
ぎて疲れないよう、気をゆったりと持ち周りと
も協力しながら楽しく作業ができるようにして
いきましょうね。 職業指導員 與那城笑未

富村和史さん(51 歳)
レストラン太平山
レストランでただ一人、調理師免許を持ったプ
ロ、毎日自転車通勤お疲れ様です。料理への
想いは深い！作業は早い！仕事はうまい！
体調管理の為、昼抜きで頑張っていますが、
先はまだまだ遠いです。ともに一緒に参りまし
ょう！お誕生おめでとうございます。
職業指導員 黒澤由香

石原正人さん（42 歳）
野菜ランドみやこ
作業では目配り心配り相手のサポート
もしてくれてとても頼れる正人さん。来
客者を率先して迎え手製の名刺でおも
てなし。また絵画作品を作成し飾るなど
有意義な時間を過ごしていますね。これ
正人さんの作品
からも楽しく頑張っていきましょう！
題字横の花
職業指導員 根間玄孝
右上自画像(?)

砂川将志さん(31 歳)

みやこ学園出向班

雨風に負けず毎日自転車通勤してい
る将志さん、お誕生日おめでとうござい
ます！ 新しい事 にも挑 戦しながら 作
業、日舞共に頑張っていきましょう。マ
ラソンも！
職業指導員 石垣邦嘉

苅込千英さん(25 歳)
福里純也さん（27 歳）
みやこ学園出向班
いつも元気で明るい純也さん、とても優しく
素敵な笑顔で学園のムードメーカーです
ね。作業も皆と協力しあって一生懸命取り
組み頑張っています。これからも笑顔と優し
さを忘れずに頑張っていきましょう。
職業指導員 知念功樹

アダナス

鼻歌歌いながら成形する姿がとても可愛い
千英さん。新店舗に移ってから少し不安な時
もあったと思いますが、今では穏やかに過ご
す事が出来、沢山のパン成形に力を発揮す
ることが出来ていますね。これからも“かぴ
ぱら”発言がたくさん聞けるのを楽しみにし
てます。
職業指導員 上地美奈子
障がい者社会参加ゆいまーる音楽祭

行 事 予 定
・5 日（水）
・7 日（金）

生活介護レク活動 動作法
慶應義塾大学 SFC
玉村研究会実践成果発表会
・10 日（月）工賃支給日
・12 日（水）三施設交流会
・17 日（月）敬老の日
・19 日（水）生活介護レク活動 動作法
・21 日（金）愛音楽(アネラ)音楽祭
・22 日（土）西川壱胡日舞教室チャリティ公演
・24 日（月）秋分の日振替休日
・29 日(土)・30 日(日) ナイスハートバザール

第 10 回愛音楽（アネラ）音楽祭 in 宮古
日時：9 月 21 日（金） 午後 1 時～
入場無料
場所：ＪＴＡドーム宮古島
みやこ福祉会からもエイサー隊と Smiley-Flowers み
やこ（初披露）が参加します。音を愛し楽しみ、笑顔で
パフォーマンスがんばるので、是非来てくださいね♪
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社会福祉法人 みやこ福祉会

障がい者雇用等企業実践意見交換会
障害者就業・生活支援センターみやこ 神里裕丈

今年も宮古島市自立支援協議会 就労支援部会の主催で、障がい者雇用等企業実践意見交換会「ど
うしてますか？障がい者雇用」～働く仲間を増やしませんか～が開催されました。今年は「（株）ま
るちく 専務取締役 下地康子 様」
「（株）いちば 常務取締役 前川勝信 様、社員 前泊大介 様」の
お三方にご報告をいただきました。
（株）まるちく 下地専務からは、
「障がいがあるということで、最初は『運転は大丈夫？』
『接客
は大丈夫？』など不安もあった。」
「しかし、ある大雨の日に自分は濡れながらもしっかりと荷物を
積んでいる姿を見て『すごい人だ。この接客姿なら大丈夫だ！』と安心しました。」と話し、
「お客
様からのご指名を受けることも多かった。要は障がいではなく、その方の人柄が大切なんだ。見習
わなくてはいけないと教えられました」と専務ご自身が学んだことをお話しいただきました。
（株）いちば 前川常務からは、
「これまでも数名の障がいのある方に働いていただいた。」
「それ
ぞれに力が違うので、本人に合う作業に取り組んでもらった。」
「障がいのある方々とは密にコミュ
ニケーションを取ることを実践している。そうすることで、早期相談、早期解決につながっている。」
「しかし、基本的には障がいのある方、ない方どちらも関わりは変わらない。同じように社員全員
にかかわっています。」と話されていました。
同社員 前泊さんからは、
「みやこ学園の訓練中、いちばから就職の話しがきた時にとてもうれし
かった。」
「まだまだできてないこともあるので、できるようにしていきたい。」
「運転免許を取って、
（同社の）配送の仕事もしてみたい。一人暮らしもしたい。」と話されておりました。
他にも、ハローワーク宮古 伊江雇用指導官より、障がい者雇用にかかる助成金等の紹介、障害者
就業・生活支援センターみやこ 神里より就労支援の紹介を行いました。
会場からも「障がいのある方が続けられる企業に共通することは？」など、各企業への質問もあ
り、有意義な時間となりました。
当センターも同部会事務局として準備、当日を通して企業の皆様のご尽力に感銘を受けました。
今回の会を機にさらに障がい者雇用が拡大できるように、我々も尽力していきたいとあらためて確
信いたしました。

第 10 回西川壱瑚日舞教室チャリティ公演
日時：９月２２日（土）午後 2 時（開演）
場所：マティダ市民劇場
障がい者の休日の楽しみの一つになればとの気持ちから始
まり、披露の場ひいては地域福祉への貢献の意を込めて始
まったチャリティ公演も節目の十回目となります。今回メ
ンバーである砂川将志さん、神里裕斗さん、職員の下地静
華・丞親子が出演予定、また、友情出演でケントミファミ
リーや演歌の大御所鏡五郎さんと見所盛りだくさん！
お時間ありましたらマティダ市民劇場へゴ－！

み や こ 学 園

意見交換会の様子

報告者の方々
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室内班のお食事会
みやこ学園室内班

『第 15 回みやこ福祉会夏まつり』

お礼

相談支援専門員 下地静華
8 月 17 日(金)に予定をしておりました『第 15 回みやこ福祉会夏まつり』は、福祉会メンバーと職員一同、
てるてる坊主を作り、天気予報とにらめっこして前日まで開催実施に向けて準備をしてまいりましたが、残念な
がら雨天の為中止とさせていただきました。ご挨拶を頂く予定でした宮古島市長下地敏彦様、親の会会長 添石
久子様、余興出演して頂く予定をしていた心愛保育園様、山中自治会様、ミュージシャン砂川貴之様、ゲーム参
加申し込みやお茶、ジュース、うちわの寄贈をして頂いた各関係者の皆様、各物品や駐車場等の借用をさせて頂
いた皆様、みやこ福祉会夏まつりを一緒に盛り上げようとご協力いただき、誠にありがとうございました。今年
の夏は猛暑日が多かったり、台風が多数発生し大雨被害がでたりと全国的に天候不順が続いております。来年こ
そは天気に恵まれ、「人の輪」をテーマにみやこ福祉会メンバーと地域の方々と共に楽しめる夏まつりを作って
いきたいと思いますので、皆様の温かいご協力やご支援の程よろしくお願いいたします。

職業指導員

新里秀美

8 月 21 日(火）室内班はレストラン太平山へランチへ行きました。１ケ月前から予約を入れ、こ
の日を心待ちにしていました。料金の支払いを先に済ませ、ビッフェ形式に戸惑いどれを食べよう
か迷いつつ、最高のローケーションを眺めながらランチを楽しみました。みんなとても良い笑顔で
す。たくさんのお客様が来店するなか、レストランで働く利用者さん・職員さんには丁寧な対応も
して頂き、ゆっくりと食事を楽しみ、身も心もリフレッシュできたと思います。また、時間を作っ
て行きたいと思います！おいしく楽しい時間をありがとうございました！ご馳走様でした🍴

「他を知りお互いの理解を深め、尊重し、認め合おう」
謝敷猛春さん、体験実習記
みやこ学園室内班

生活介護の『ミニ夏祭り』
天候不良で中止になってしまったみやこ福祉会夏まつりの代わりに、生活介護事業所みやこでは
「ミニ夏祭り」を楽しみました♪ 利用者さんみんなで提灯や飾りを作り、浴衣や甚平を着け、お化粧もバッチ
リ！この日のために練習してきた盆踊りも、のりのりで上手に踊ることができ、みなさん大満足♡ 短い時間で
したが楽しいひと時を過ごすことができました。来年がまた、楽しみです☆

『レストランでの私』

レストラン太平山 下地久美子
私は室内班から来ました下地久美子です。今年の 5 月に瀬名波支援課長が室内班に来て
「久美子さん、実は 1 階はパン工房アダナス、2 階はレストランになるんだけどレストラ
ンで働いた事はありますか」と聞かれたので私は「働いたことはありません」と言いまし
た。「少し考えてみないか」と言われて 2 日後に「やります」と答えました。まさか来月
とは思ってみませんでした。6 月 11 日にオープンと聞かされてビックリしました。
私にできるのかそれだけを考えて泣いた事も何度もありました。どこに立ったら良いのかわからなかった
からです。どの皿を置いて良いのかわからなかったからです。今はわかるようになりました。職員さんに聞
いたからです。レストラン太平山に来て良かったと思いました。これも瀬名波さん、黒澤さん、皆さんのお
かげだと思っています。毎日笑って働くとはこうゆうことなのかと思いました。

職業指導員

新里秀美

「他を知りお互いの理解を深め、尊重し認め合おう」という目的のもと 7/19～8/2 までの期間、室
内班の謝敷猛春さんが法人内事業所の作業見学・体験をして頂きました。日頃顔を合わせている仲
間がどういう環境の中でどんな作業に取り組んでいるのか、各事業所に出向き、実際に作業に取り
組んでもらいました。
園芸班では「プランター植栽（土入れ）」、出向班では実際の現場（空港）へ行き「花壇植栽（苗
の取り出し）」、トマトランドでは「糸巻」の作業に挑戦。野菜ランドみやこでは「播種」「植え付
け」
「下葉取り」と、お客様の手に渡る商品という事もありいつも以上に慎重に取り組む姿が印象的
でした。今の季節ハウスの中や屋外での作業はとても暑く、初めて体験した猛春さんは「暑い。毎
日この中で作業しているみんなはすごい。クーラーの中で作業している室内班は贅沢だ」と身をも
って感じる事ができたようです。
アダナスではパン作りに初挑戦。パン生地を綿棒で伸ばす作業は難しい様子で取り組んでいまし
た。その他パンの「袋詰め」
「シール貼り」などにも挑戦しています。
「パンは食べるほうがいいな」
と思わず本音が漏れる場面もありながら、どの作業も真剣に取り組んでいました。
今回の体験を通して得たものが、猛春さんを大きく成長させる事と思います。今回ご理解とご協
力下さった各事業所、職員のみなさん、ありがとうございました。
各事業所での体験の様子 左から、園芸班・出向班（空港）
・野菜ランドみやこ・パン工房アダナス

