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★☆★ お誕生日 おめでとうございます ☆★☆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

・10 日（木） 工賃支給日 

・13 日（日） みやこ福祉会大運動会 

・14 日（月） 体育の日 

令 和 元 年     

                         第 ２1７号    み や こ 学 園 
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学 園 だ よ り 

☽ 観月会でＢＢＱを楽しみました ★ 

     
みやこ学園 石垣邦嘉 

9 月 27 日、海空すこやか公園にて観月会を開催しました。2 年ぶりの開催で野外での開催は 4

年ぶり、更に例年学園開催ですが初の試みで“移動”しての開催となりました。数日前から天気が

不安定でしたが、当日は晴れ間もあり涼しい風が吹き、絶好の月見日和となりました。残念な事に

肝心なお月様は観られませんでしたが、早い時間からの開催にも父母や兄弟が駆けつけ、美味しい

お肉、野菜、そばを頂きながらゲームやダンスで盛り上がる事が出来ました。予定より早く終了し

たり、照明が足りないなど不手際がありましたが、みな様の協力のもと無事終えたことに感謝しま

す！ありがとうございました。 
 

    
 

大盛り上がり！大笑い！ゲーム大会「叩いて、かぶって、じゃんけんぽんっ！」  

    
    

        

座喜味敬子さん（63 歳）生活介護事業所みやこ 

いつも笑顔を絶やさず周りの皆さんに和 

みを与えてくれる敬子さんです。体調不 

良でご苦労な日々が続きましたが、すっ 

かり元気を取り戻し頑張っています。こ 

れからもみんなの優しいお姉さんで盛り上げてくださ

いね。       サービス管理責任者 西里恵子 

砂川直樹さん（53 歳）   みやこ学園園芸班 
いつも園芸班のメンバーの事を気にして 

くれる直樹さん。皆に笑顔で明るく接する 

姿はお兄さん的存在です。体を動かすのが 

大好き、これからも健康第一、無理をなさ 

らず頑張っていきましょう。 
就労支援員 謝敷豊彦 

仲里美弥さん（43 歳）  生活介護事業所みやこ    
年齢不詳？若々しくいつも素敵な女性を 

かもしだしていますね。最近少々丸くな 

ってきましたが本人至って気にしてな 

い。ビーズストラップ作りに夢中な美弥 

さんです。サービス管理責任者 西里恵子    

添石達士さん（40 歳）   みやこ学園園芸班 
パンケーキ大好き、歌大好き、ダンス大好 

きな達士さん。作業でも力仕事から細かい 

作業まで、何事にも臨機応変に対応出来る 

何でも屋の達士さん。これからも体に気を 

つけて頑張っていきましょう。 
就労支援員 謝敷豊彦 

 

長間里美さん（54 歳）   みやこ学園室内班 

誰よりも気遣いや配慮のできる大人な部分 

や真面目な面が自分自身を苦しくさせてし 

まう事が時々みられます。「なんとかなる 

さ～」の気持ちで取り組めば違う世界が見

えてくると思います。いつでも相談にのるので一緒に

楽しく頑張りましょう！  職業指導員 新里秀美 

平良啓予さん（40 歳）    みやこ学園園芸班 
いつも明るく、園芸班のみならず学園に元気 

を持って来てくれる啓予さん。作業も最後ま 

で取り組めるようになり、出来ることが少し 

ずつ増えてきています。これからも元気いっ 

ぱいの啓予さんで何事にも頑張っていきま

しょう。      就労支援員 謝敷豊彦 

本永太陽さん（38 歳）   レストラン太平山    
ホール担当の太陽さん目当てのお客様が 

沢山いらっしゃいます。笑顔での営業も 

慣れたもの、頼りしています！お誕生、 

おめでとうございます。 
職業指導員 黒澤由香 

西里美奈子さん(37 歳)    みやこ学園園芸班 
沢山の作業が出来るようになりましたね。休 

憩中も楽しそうに過ごしていると思えば、急 

に泣き出して支援員にギューと甘えてみた 

り、色々な表情を見せてくれます。これから 

も健康に気をつけてお仕事頑張ってね    美

奈～お誕生日おめでとう♪   生活支援員 前泊淳子 

川満洋行さん(36 歳)    みやこ学園出向班 
笑顔の素敵な洋行さん、朝は元気に挨拶 

してくれます。作業では持ち前のパワー 

を発揮して皆と協力しながら作業を進め 

てくれています！これからもよろしくお 

願いいします！ダイエットも頑張りまし

ょうね！          職業指導員 神里忠 

大山和則さん（32 歳）    野菜ランドみやこ 
野菜ランドの仕事以外にとまとランドの応 

援なども頑張っています！暑さの中での作 

業でもあり熱中症に気をつけながら体調管 

理や作業意欲を失わない気力の維持をし、 

自分自身でコントロールして色々な作業に

挑戦している和則さん！これからも頑張っていきましょ

うね！！           職業指導員 根間玄孝 
勝連一基さん（31 歳）       アダナス 

成形班の大先輩！生地作り＆成形＆ 

周りを和ます笑いのセンス＆後輩に 

対する優しい声かけ･･･など居なく 

てはならない存在の一基さん。これ 

からも沢山頼りにしています。 
 工賃達成指導員 上地美奈子 

 

盛島愛翔さん（21 歳）    みやこ学園室内班 
２１歳のお誕生日おめでとうございます。 

早いもので室内班のメンバーとして３年目 

を迎えていますね。この３年で作業面・生 

活面など沢山の事を学び、身につけてきた 

愛翔さん。持ち前の集中力を武器に、これ

からも更なる成長を見せてくれると期待しています。 
職業指導員 新里秀美 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
行事予定 

・16 日(水) 生活介護レク 日舞 

・２２日(火) 即位礼正殿の儀 

・２３日(水) 生活介護レク 動作法 

・30 日（水） 施設内健康診断 

 

太平山からのお知らせ 
消費増税に伴い料金が変わります 

大人（中学生以上）1,100 円 

子ども（小学生以上）880 円 

未就学児 無料 

月は どこ～？ 肉、おいしい～ 母がゲーム

に勝って、 

うれしい～ 
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グループホームサービス管理責任者 高江洲純子 

日頃より皆様方にはみやこ福祉会へのご協力、ご理解をして頂き心から感謝申し上げます。 

令和元年、新しい年号スタートの年にグループホームみやこが 10 周年を迎える事が出来ました。

平成 21 年 8 月開所以来 10 年のお祝いを 8 月 31 日、ホーム利用者の皆様方・家族・職員でレス

トラン太平山にて食事を楽しみながら 10 年間を振り返りました。入所当時の本人、家族、職員の不

安話、これからも生活をして行く中でどの様に過ごして行きたいかという思い、家族からの感謝の気

持ちなど盛りだくさんでした。また、歌を唄って盛り上げてくれる利用者の方も居て感動的な楽しい

お祝いをする事が出来ました。長いようであっという間に過ぎた 10 年間。色んな事があり今があ

る！！これもひとえに皆様方の並々ならぬ努力とお力添えがあったからこその 10 年を迎える事が

出来たと思います。今後も一日一日を大切にし、精進し、地域福祉の向上に職員一同努めさせて頂き

ますので、ご指導応援宜しくお願いします。 

慶応義塾大学玉村研究会実践成果発表会 
～太平山・室内班・出向班での実践報告 感謝★～ 

★レストラン太平山 黒澤由香 

日々の業務をこなすことで自分は頑張っていると思ってしまう中 

いつも面白く鋭く真面目な指摘に自身を振り返らせてもらいます。 

今回も沢山の刺激を頂き早速取り入れました！レストラン職員一同 

女子力アップです！   ★みやこ学園室内班 新里秀美 

室内班の課題を研究して頂くのは今回で３回目となり 

ました。学生の皆さんは連日室内班へ足を運び、作業の 

様子や問題点をピックＵＰし質問され、私自身も振り返 

り・考え・豊かな発想に触れる事で多くの気づきや発見 

を得る事ができました。 ★みやこ学園出向班 知念功樹 

出向班では宮古空港ターミナルのレイアウトと撮影スポットのプレゼンを一週間 

という限られた時間の中で現場を視察し感じた事を発表して頂きました！観光客 

向けに宮古島らしさを取り入れた模型などイメージを具現化し、電気を使わない 

照明の提案や実際かかるコストまでまとめてありました。また現場での作業負担 

の軽減案もあり細かい配慮に感動しました。 

 

 

 

 

 

アダナス 上地美奈子 

９月１８日（水）漲水・あけぼの学園、ふれあいの里、みやこ福祉会の３施設での交流会が初のパ

イナガマ海空すこやか公園で開催されました。年に１度のイベント、久しぶりに会う他施設のメンバ

ーとスポーツを通して笑顔いっぱい楽しんでいる姿が沢山見られました。良い思い出になりました

ね☆交流会終了後は福祉会メンバーでのダンスタイム♪色々な音楽を流すと各々自分流にダンスを

披露。思った以上に大盛況で笑いの渦に包まれていました。利用者・職員共、楽しいひとときを過ご

す事が出来たと思います。お疲れ様でした。 

 

障害者雇用優良事業所等表彰式 
みやこ福祉会 理事長 伊志嶺博司 

令和元年度障害者雇用優良事業所等表彰式が 9月 13 日に那覇市の産業支援センターにて行われました。

この表彰式は障がい者雇用支援月間（9 月）に合わせて毎年行われています。今回、障害者雇用支援月間ポ

スター写真の部にみやこ福祉会生活介護事業所みやこのサービス管理責任者西里恵子さんが、利用者の日常

の活動を撮った写真が受賞することができました。作品名は『パンの納品』、受賞した西里さんは「多くの人

に、写真を通して事業所で生き生きと働く喜びや自然な姿を感じて頂けたら幸いです」と感想を話していま

した。この受賞を全職員が自分のことと喜び分かち合い各事業所においても、利用者を心の目で優しく見守

り一人一人の個性を大事に伸ばしていければより良い人生に繋がることと信じています。西里さん、受賞お

めでとうございます。今後とも利用者目線での支援をよろしく。 
生活介護事業所みやこ サービス管理責任者 西里恵子 

応募した作品が「理事長奨励賞」を受賞致しました。写真は生活介護事業所みやこの日中活動の一つでも

ありますパンの配達業務（市内のスーパーにアダナスのパンを納品する）で日頃の取り組みを通して垣間見

られる利用者さんの自然体の表情を収めたものです。今回の受賞を通して一人一人が自分に課せられた役割

であるかのように分担し作業を行う自信に満ち溢れた表情を私自身もレンズを通して改めて感じとる事がで

きました。そして何よりも皆さんの仕事に対する姿勢を多くの方に見て感じ取って頂く機会を得られた事

が、ほんの少しでも啓蒙活動に繋がったのではないかと浅はかながら自負の境地を抱きつつ、このような機

会を設けて下さった高齢・障害・求職者支援機構及び関係機関の皆様に感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
障害者就業・生活支援センターみやこ 所長 神里裕丈 

 同表彰式では他にも、障害者雇用優良事業所として先嶋建設株式会社、優秀勤労者表彰として医療法人アカ

シア会通所介護こもれびの里下地美奈子さん、住宅情報センター株式会社砂川茉衣子さんが受賞されました。

先嶋建設様には長年継続勤労されている方もいらっしゃるとのこと。下地さんと砂川さんは日頃から支援させ

ていただいておりますが、障害があっても従業員としてご指導いただく面、障害特性をについてご配慮いただ

く面の両方を上手くされており、ご本人の継続力につながっていることを感じております。また、今後も宮古

島内での障害者雇用が広まっていくよう、ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

  

   

 

 

三施設交流会 

 

 

玉村先生 

  
 

 

 

 
in海空すこやか公園 

 

 

 
コースター 

 

 
模型、すごい！   

映えスポット☆ 

 

 
受賞作品『パンの納品』 

レストラン太平山に展示されています 

 
左から 砂川さん・下地さん 

先嶋建設さん、西里さん 

 

慶応義塾大学玉村研究会のみなさん   

グランドゴルフ 

楽しい～♪ 

ぼっちゃゲーム アキュラシー 


