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お誕生日おめでとうございます
平良寛治さん（69 歳）

トマトランドみやこ

口数少なく、暑い日も寒い日も文句言
わずに決められた作業を黙々とこなし
毎日の掃除も完璧☆ハウス内はいつも
ピカピカ☆寛治さんありがとう！これ
からも無理しないように、体調管理に
気をつけてお仕事頑張りましょうね。
職業指導員 長浜慶

友利隆二さん（58 歳）

野菜ランドみやこ

令

平良利郎さん（60 歳）

還暦同窓会での友との再会に戸惑いつつ
嬉しそうでしたね。野菜ランドでも毎日
楽しく働き、仕事後はウォーキングで体
調を整えるなど健康にも気をつけていま
す。今後も先輩としてよろしくお願いし
ます！
職業指導員 根間玄孝

平良和男さん（57 歳）

みやこ学園室内班

「あれやってみたい！」興味を持った事
に挑戦することが多くありましたね。菓
子箱作りの際には身長と力を活かし皆
と協力して取組む姿が印象的でした。こ
れからも「やってみたい！」がいっぱい
聞けると嬉しいです。
職業指導員 新里秀美

働き者の和男さん、作業でも頼りにして
います。せっかちな面がありますが毎日
元気に動き回る姿は後輩達の見本で
す！これからも健康第一に頑張りまし
ょう。
職業指導員 石垣邦嘉

勝連瞳さん（37 歳）

みやこ学園園芸班

言葉は少ないけど任せた仕事は最後ま
で丁寧に取り組む事が出来ます。最近は
伝えたい事を沢山話してくれる瞳さん、
頼りにしていますよ～☆これからも健
康に気をつけて頑張りましょう。
生活支援員 前泊淳子

渡久山麻衣さん（30 歳）

アダナス

神里裕斗さん（39 歳）
みやこ学園出向班
裕斗さんお誕生日おめでとうございま
す。一般就労を目指し、何事にも挑戦し
自分に合った職を見つけられるように
頑張りましょう。

１２ 月
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み や こ 学 園
社会福祉法人 みやこ福祉会

宮古の産業まつりに参加して★
アダナス 與那城笑未

１１月２３日（土）
・２４日（日）に JTA ドーム宮古島にて開催された『第４２回宮古の産業ま
つり』にみやこ福祉会も参加しました。今回は、１日目にアダナス・野菜ランドみやこ・生活介護
事業所みやこが、２日目には、園芸班の花の苗や室内班の手工芸品の販売を行いました。利用者の
皆さんもお客さんに積極的に声をかけ、「私／僕が作った商品だよ」とアピールしてお客さんとの
交流を深めていました。販売の合間の買い物支援（写真上）では、他のブースを見てまわりながら、
今話題のタピオカドリンクを飲んだり、定番のたこ焼きやクレープを食べたり、手作り体験ブース
ではオリジナル塩ボトルや、ストラップを作成したり、それぞれでエンジョイしていました。
今回、商品をお買い求めくださった皆様、会場で暖かいお声かけを頂いた皆様、ありがとうござ
いました。
企業ＰＲやチラシでみやこ福祉会の
まつりもアピール

園芸班

室内班

野菜ランドみやこ

ハッピーバースデー登さん！仕事にスポ
ーツにと一生懸命取り組んでいる姿はと
ても輝いており頼もしく見えます。これか
らもいろんな事にチャレンジしどんどん
ステップアップして行こう！
職業指導員 根間玄孝

アダナス

野菜ランドみやこ

生活介護事業所みやこ

韓国アイドルと握手

行 事 予 定

ラベル貼りなら任せとけ!!と気合い十
分。パンをつぶさないように優しく丁
寧に上手に貼ってくれています。麻衣
さんの笑顔、笑い声が聞こえると嬉し
くなります。これからも笑顔いっぱい
で楽しくお仕事出来ますように・・・一緒に頑張って
いきましょうね。
工賃達成指導員 上地美奈子

・ 7 日（土） みやこ福祉会まつり

お 知 ら せ
1 月 6 日（月） 仕事始め 初詣（宮古神社）
1 月 15 日（水）成人祝賀会

・27 日（金）

詳細は後日ご案内予定です。
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職業指導員 石垣邦嘉

吉濱登さん（31 歳）

元

みやこ学園出向班

６月からグループホームでの生活を始め、
様々なルールに慣れるまでは大変だったと
思いますが今は楽しそうに過ごしています
ね！ハウスでも色々な仕事が任せられとて
も助かっています。これからもよろしくお
狩俣日出吉さん（53 歳）
アダナス
願いします。
職業指導員 根間玄孝
口数は少ないですが与えられた仕事をし
下地久美子さん（55 歳）
レストラン太平山
っかりとこなして、他の利用者さんとも穏
ホール・厨房どこを任せても安心のキャ
やかに接してくれる日出吉さん。いつもテ
リアウーマン！毎年冬にご家族で開催
キパキと作業を行ってくれるのでとても
される乙女４人旅の計画をはり出しま
助かっています。今は午前中だけですが、
すが、那覇の食の研究旅で話題騒然！う
少しずつアダナスで過ごせる時間を伸ば
らやましい！今後もたくさん楽しみま
していけると良いですね。
職業指導員 石嶺宏武
しょう！
職業指導員 黒澤由香

古川友子さん（43 歳）

学 園 だ よ り

野菜ランドみやこ

和

・10 日（火）

工賃支給日

・11 日（水）

生活介護レク＊ 動作法

・18 日（水）

生活介護レク＊ 日本舞踊

・21 日（土）

みやこ福祉会忘年会

・26 日（木）
・27 日（金）

大掃除

御用納め
＊生活介護レクリエーション

午後 1 時 30 分～2 時 30 分 ゆいホールⅡ

アダナス 石嶺宏武
11 月 9 日(土)りゅうぎんプレゼンツ第 4 回ナイスハートバザール in 宮古島がマックスバリュ
ー南店の駐車場で行われました。みやこ福祉会からはアダナスパンや野菜、花々や手工芸品など
を並べ、お客様との交流を楽しみながら商品の説明や販売をしました。また他の福祉事業所の利
用者さんや職員との交流も楽しむことができました。足を運んで下さった皆様、商品を購入して
頂いた皆様、利用者、職員共々感謝しております。ありがとうございました。
パン

花々

野菜

手工芸品

琉銀ロボと握手！
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マラソン大会、応援します！走ります！
障害者就業・生活支援センターみやこ 所長 神里裕丈
11 月 9 日（土）～10 日（日）に「日本ルーラルナーシング学会」が宮古総合実業高校において開
催され、当法人の商品販売をさせていただきました。なんと！あの下地勇さんにもご購入いただき、利
用者さんの求めに応じてサインまでいただくことができました。(≧▽≦)
10 日には市民公開講座「島人によるリレートーク」において、「宮古島でのたよりあう支援」とし
て神里がお話させていただく機会もいただきました。同講座では、宮古総合実業高校生徒による究活
動や、宮古高校生徒によるも宮古島の高齢化についても報告があり、宮古の若者・先生方の取り組みに
感動致しました。改めて「宮古の人財」の豊富さを感じることができました。

11 月 3 日に開催された「エコアイランド宮古島マラソン」のゴール会場を、みやこ学園の花々
で飾りました。スポーツアイランド宮古島ではこの時期、あちらこちらでマラソン大会や駅伝など
が開催されます。みやこ福祉会にも大会に出場し、ゴールを目指す利用者や職員が多数います。完
走できてもできなくても、頑張る姿は素敵ですね☆

市陸上競技場に花々を納品（出向班）

エコマラソンに出場
本永太陽さん

東平安名崎がんずう
マラソンに出場
川満勇希さん

宮古そばとみかん、ありがとうございます！
献立の人気メニュー「宮古そば」、この日を心待ちにしている利用者さんは（もちろん職員も(笑)）
たくさんいますが、今年も「そばの日」にちなんで沖縄生麺共同組合様より麺の寄贈が届き、皆大
喜び。また、元利用者・職員の上村裕美さん・幸栄さん親子よりあまずっぱい香り漂う「みかん」
も届きました。裕美さんは地域の事業所を利用し、とても楽しそうに過ごしていると話されていま
した。とっても美味しいおそばとみかん、ありがとうございます！笑顔満載、大変美味しく
いただききました！ごちそうさまでした！

わぁ～い！！勇さんだぁ！
イケメン～♡(*’▽’)
サインもありがとうございます。

トマトランド 長浜慶

１０月３１日宮崎県で開催された「令和元年度社会就労センター（セルプ）
研究大会」に参加してきました。その中で「九州社会福祉協議会会長賞」
を頂きました。この賞は多年にわたり障害者福祉に尽くしてきた方が貰
う賞らしく、受賞者が全体で１３名、沖縄県からは１人でした。
出向班
みやこ福祉会に入社してあっという間に１６年が過ぎました。
その間、出向班、アダナス、ナカポツ、そして現在はトマトランドと
多くの現場で色々な経験をたくさんさせて頂きました。
また多くの方との出会いもあり、これまで、みやこ福祉会に育てて
頂いた中で、更にこのような賞を頂き、本当に感謝です。
これからも、この賞に恥じないよう、みやこ福祉会のために、
自分に何ができるか、しっかり考え、行動しながら、また感謝の気持ちを
忘れず、後、少し体重が・・・なので、体調管理にも気をつけながら、
日々楽しく頑張っていきたいと思います。
みなさん今後ともよろしくお願いいたします。
トマトランド
ありがとうございました。

アダナス

ナカポツ

宮古民謡の夕べを楽しみました
生活介護事業所みやこ サービス管理責任者 西里恵子

１０月２０日（日）マティダ市民劇場において宮古民謡協会
第１２回芸能祭が開催され、チケットの贈呈を受け『三味線と
唄･琉球舞踊』の時間を楽しんできました。
この日は年に１度の新人登竜門芸能大会で新人賞・優秀賞を
頂いた皆さんの独唱などもあり各民謡教室の生徒さんが独自の
三味線や唄を披露し盛り上がりました。その緊迫した雰囲気の
中、唄者に合わせて利用者の一人が唄い始め、マイクを利用し
ている唄者の声に負けず劣らずで止めようと思う反面、失礼ながらしばらく聞き入ってしまう場面
も。民謡鑑賞後は、美味しい食事を頂きながら 利用者さんからは「今日は来て良かった楽しい！
嬉しい！」、家族からも「こういう機会がもっとあれば良いのにね。みんなと一緒に出掛けることが
とても嬉しいみたい！帰ってから夜遅くまでお話をしてくれた。また誘って下さい」などの声があ
りました。このような機会を下さった宮古民謡協会の皆様に感謝申し上げます。

