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令

浜川悦子さん（67 歳）
みやこ学園室内班
伊志嶺基さん（67 歳）
みやこ学園出向班
今年は抜群の美的センスを活かし新しく
仕事を休まず頑張ってくれる基さん！
クラフト BOX 作りに挑戦し、完成すると
丁寧
丁寧な作業は皆の模範となっています。
すぐに予約が入る程注目の商品となって
体調に気をつけてこれからも宜しく
います。産業まつり・福祉会まつりへの
お願いしまーーーす！
出品も考えているので、悦子さんのペース
職業指導員

上地清美さん（60 歳）

神里忠

野菜ランドみやこ

９月に親族で体育館を貸し切って盛大に
還暦祝いをしてくれましたよと嬉しそう
に話す清美さんに心が和みました。野菜ラ
ンドでは、作業後に隅から隅まで丁寧に清
掃をやって頂き、清美さんのおかげでいつもとっても綺
麗です。これからも皆の先輩としてよろし
くお願いします。
職業指導員 根間玄孝

砂川和寛さん（56 歳）

野菜ランドみやこ

和寛さんの作業は野菜の根っこをハサミ
で切り落とす収穫から始まります。7 千
５百株の根っこを１時間ほどで切るベテ
ランです！休憩時間には野球の話しなど
楽しそうですね。これからも楽しく頑張
っていきましょう！
職業指導員 根間玄孝

與那覇直樹さん（38 歳）

みやこ学園出向班

除草班での草刈り機での作業は積極的で
頼りになります。エイサー隊でも運動会
や祭りなどリーダーとして頑張っていま
す。体調管理に気をつけてこれからも
頑張っていきましょう！
職業指導員 石垣邦嘉

下地美奈子さん（29 歳）

野菜ランドみやこ

美奈子さんの主な作業は野菜の計量と袋
詰めです。手先が器用なので沢山の野菜
の準備をしています。時々手作り弁当を
持って来るなど女性らしい面も見られま
す。これからも忙しい毎日ですがよろし
くお願いします！
職業指導員 根間玄孝

でよろしくお願いします。

友利和広さん（59 歳）

職業指導員

作

みやこ学園園芸班

みやこ学園園芸班

自分のペースを崩すことなく任せられた
作業を黙々と丁寧にこなす輝明さん。園芸
班の癒し系、忙しい時も皆を落ち着かせて
くれます。これからも健康に気をつけて楽
しく取り組んでいきましょう。
就労支援員 謝敷豊彦

松原幸代さん（38 歳）
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社会福祉法人 みやこ福祉会

新里秀美

学園だけでなく家の畑仕事や牛の世話など
大忙しの和広さん。園芸班一のお喋り大好
き、色々な話を聞くのが楽しみです。これか
らも無理はせず、頑張っていきましょう。
就労支援員 謝敷豊彦

砂川輝明さん（48 歳）

学 園 だ よ り

和

みやこ学園 前泊淳子
10 月 13 日（日）JTA ドーム宮古島にて第 18 回みやこ福祉会大運動会が開催されました。
今年還暦を迎える利用者さん 4 名の福祉会旗掲揚に始まり、各事業所工夫をこらした競技など、
沢山の笑顔あふれる運動会になりました。昼食には親の会よりお弁当が準備され、とても美味しく
頂きました。有り難う御座います。午後は親の会の踊り「ワイドー」ではじまり、リズムダンスや
全員参加の競技など、来場されていた多くの保護者や関係者の皆さんに参加して頂き、会場全体を
盛り上げて頂きました。裏方で運動会を支えて下さったボランティアを始め、日頃お世話になって
いる皆様と運動会を楽しめたこと、感謝いたします。
参加されたみなさん、お疲れ様でした。

開会式

運動会始まるよ～
ユニフォームが眩しい☆
親の会
たくさんの応援メッセージに感動♡

みやこ学園園芸班

｢お仕事がんばってま～す｣本当に色々な仕
事が出来るようになりましたね。時々私が
大声を出すと「怪獣みたい～｣と突っ込み
ながら会話を楽しむ幸代さんです。細かい
作業も出来るよう一緒に頑張りましょう。
生活支援員 前泊淳子

下里啓さん（25 歳）
みやこ学園出向班
毎朝、笑顔で挨拶してくれる啓さん。作
業でも班のみんなをまとめてくれてい
ます。ウォーキングもお仕事も、これか
らも笑顔で楽しくがんばっていきまし
ょーね！
職業指導員 神里忠

みやこ福祉会まつり

みやこ学園
キャリー・ザ・ボール

全員で、玉入れ
職場対抗リレー
みんながみんな
メダリスト

生活介護事業所みやこ
３Ｂ体操のソーラン節

Let’s Dancing

皆さんのご来場、お待ちしています。

行 事 予 定
・ ４日（月） 文化の日の振替休日
・ 8 日（金） 工賃支給日
・ 9 日（土） ナイスハートバザール
・13 日（水） ＊生活介護レク（3B 体操）
・20 日（水） ＊生活介護レク（日本舞踊）
・23 日（土） 勤労感謝の日
・23 日（土）～24 日（日）産業まつり
・27 日（水） 施設内健康診断
＊生活介護レク

時間：午後１時半～２時半
場所：ゆいホールⅡ

日時：12 月 7 日（土）
午前 10 時～午後３時
場所：みやこ学園・山中農村公園

お弁当 Time

アダナス・太平山
ボンバーストライカー

アダナスパンの価格が変わります
食パン
大 400 円・小 200 円
ロールパン他
4 個入り 220 円
菓子パン 130 円
総菜パン 200 円

美味しさ
アップ💛

野菜ランドみやこ
十人十一脚競争

親の会の踊り

エイサー

ボランティアの皆様

ありがとう♡
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♪３Ｂ体操“感謝の集い”に参加しました♪
生活介護事業所みやこ サービス管理責任者 西里恵子
９月２９日、日本３Ｂ体操協会沖縄県支部宮古島グループの【４０周年記念感謝の集い】が宮古島
市未来創造センターの多目的ホールで開催され、生活介護事業所みやこから利用者・職員１０名が参
加し、心地よい汗を流してきました。参加のきっかけは宮古島市障がい福祉課の委託事業である「障
がい者等レクリエーション活動等支援事業」の中で３Ｂ体操を教えて頂いている講師の先生方を通し
てのご招待でした。３Ｂ体操とは、３つの道具（ベル、ベルター、ボール）を使っての筋力トレーニ
ングやストレッチなど、踊りながらする健康体操です。当日は生活介護のメンバーも３Ｂソーラン節
を披露し、楽しみました。笑顔で踊り、「どっこい！」の大きな掛け声に会場からも『頑張っている
ね！すごい』と拍手を頂き、心身共にリフレッシュし、また次へのステップアップに向け自信と意欲
を感じ盛り上がっているところです。このような機会をいただいた関係者の皆様に感謝申し上げま
す。ありがとうございました。

トマトランドメンバー

トマトランド 職業指導員 長浜慶
６月末に苗を撤去し、10 月末、例年より少し遅れて新しいトマトの苗を約 5000 本定植しまし
た。今年は２種類の大玉トマトと３種類のミニトマトの苗を１日で植え終わる事が出来ました。お
手伝いして頂いた方々、ありがとうございました。感謝です。ちなみに僕は、トマトが苦手ですが、
苦手な方でもおいしく食べられるおいしいトマトをたくさん作り、多くの方に食べて頂けるよう、
トマトランドみやこの全員で、愛情たっぷり注ぎながら大切に育てていきたいと思います。おいし
いトマトが出来る事を楽しみにしていてくださいね。１２月ごろには収穫できるかなと思いますが、
待てない方は、「まだかな～？」とトマトランドに遊びに来て見てください。

広報みやこじまに掲載されました！
レクリエーション活動

障害者週間「文化作品展」に出品します

生活介護事業所みやこでは、市より、障がい者等
期間：12 月 2 日（月）
レクリエーション活動等支援事業を受託し、動作
～6 日（金）
場所：宮古島市役所 1 階ロビー
法・３Ｂ体操・日本舞踊を通して体力増強・交流・
余暇等で障がい者がスポーツ等に触れる機会を
提供し、社会参加活動を行う環境整備や必要な支 昨年は皆様のおかげで「優秀賞」を頂くことが
援を行っています。皆さまもぜひご参加くださ できました。今年もまた、皆様の応援（投票）
い。
（日程は p4 の“行事予定”をご覧ください） をよろしくお願いいたします。

宮古島市の広報誌「広報ＭＩＹＡＫＯＪＩＭＡ」2019 年 11 月号にみやこ福祉
会が特集されています。『地域に根を張り共に生きる』というテーマで”共生社会
とは何か、現場に密着し、携わる方の声“が紹介されています。
広報誌は市より各世帯に配布されています。是非、ご覧ください。

第 12 回愛音楽（アネラ）音楽祭 in 神戸（運営協力）
障害者障害者就業・生活支援センターみやこ 神里裕丈
「障がい者が音楽を通して社会参加し活きる楽しさを伝える音楽祭」として
NPO 法人サポートセンターケントミが年 2 回主催しております愛音楽
音楽祭、宮古島でも大盛況だった昨年 9 月の第 10 回に続き、今年は
第 12 回音楽祭が神戸で開催されました。出演される皆さんは皆、プロ
ではないかと思えるほど！会場の皆さんを笑いと感動の渦で虜にしておりました。
それぞれ障がいはあれど、表現することで人に与えられる感動の力のすごさを感
じ、協力員というよりも一人の観客として感動させて頂きました。
出演者の皆さん
「愛音楽音楽祭」で検索して、是非ごらんください！
プロフェッショナルのよう

協力者感謝状記念撮影

米国福祉事業協会会長 Ms.スチールさんと、会員の皆さん

Ms.ブラックさんと、
伊志嶺理事長

アダナス 石嶺宏武
10 月 21 日・22 日の 2 日間にわたり AWWA(米国福祉事業協会)の皆さんが来島しました。
AWWA は様々な団体や福祉施設に多大な貢献をしているボランティア団体であり、宮古島の福祉
施設も車輌や設備器具などの寄付・寄贈を頂いています。みやこ福祉会もバスや車、パンを作る器
具、そして今年 4 月には乗用芝刈り機などの除草機器を寄贈して頂きました。（学園だより 6 月
213 号参照）。一行は 21 日の午前中に野菜ランドに来訪いた
だき、その後はレストラン太平山で昼食をとられました。前回
来島時はレストラン完成前で、今回の訪問でレストランからの

みやこ福祉会の熱き戦士（職員）
余興「ハカ」

景色に歓声をあげていました。夜の懇親会はファンキーフラミ
ンゴで行われ、各施設の紹介や余興、ライブなどで大変盛り上
がりました。利用者や職員にとっても、貴重な経験となり、日
頃より福祉活動へのご尽力に感謝申し上げます。

