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学 園 だ よ り
座喜味敬子さん（64 歳）

生活介護事業所みやこ
毎週木曜日に素敵な笑顔で登場される敬
子さん。体調管理が大変な中でもきちんと
した生活スタイルを保ち「ここに来るのが
一番の楽しみよ～」と皆さんとの時間を過
ごされています。お体労わりながらいろい
ろ楽しみましょうね。 サービス管理責任者 西里恵子

仲里美弥さん（44 歳）

生活介護事業所みやこ

かわいらしい美弥さん、年と共に色々な面
で多感な成長が見られる今日この頃です。
特に自分の思いをしっかり声に出して伝
えてくれるようになったことが一番大き
いかな。これからもおしゃれを楽しみ、み
んなのアイドルとして輝きましょうね
サービス管理責任者 西里恵子

平良啓予さん（41 歳）

みやこ学園園芸班

いつも明るくお世話好きな啓予さん。啓
予さんがいるだけでその場が明るくなる
力を持っています。作業以外にも色々なこ
とに積極的に取り組もうという姿勢が素
晴らしいです。これからも健康には気をつ
けて、皆を明るくさせる啓予さんで頑張っ
ていきましょう。
就労支援員 謝敷豊彦

西里美奈子さん（38 歳）

砂川直樹さん（54 歳）

いつも園芸班のメンバーのことを気に
かけてくれる心優しい直樹さん。作業中
や休憩の時など、直樹さんのメンバーへ
の声かけなどには癒され助かっていま
す。色々な行事がなくなり、寂しい気持
ちだと思いますが、体調管理には気をつ
け、適度な運動を続けながら楽しく頑張っていきまし
ょうね。
就労支援員 謝敷豊彦
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みやこ学園・相談支援事業所みやこ
アダナス・レストラン太平山
野菜ランドみやこ・トマトランドみやこ
グループホームみやこ・グループホームとも

生活介護事業所みやこ
就業・生活支援センターみやこ

ミニ夏祭りで「新型コロナに負けない！」

添石達士さん（41 歳）

みやこ学園園芸班
笑顔たっぷりな達士さん。色んな楽しい
話をいっぱい聞かせてくれて、こちらも
楽しい気持ちになります。園芸の作業、室
内の作業と、どんな作業でも丁寧にこな
せる姿にあっぱれー。これからも体調管
理には気をつけて、笑顔いっぱいの達士
さんで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（39 歳）

レストラン太平山

レストラン休業の中、トマトランドやア
ダナスパンなどいろいろなところへ出む
いていますね。ニコッと笑う太陽さんの
笑顔が早くみられるようレストラン再開
の時まで、ちょっと踏んばって頑張りま
しょう！「お誕生」おめでとうございま

みやこ学園園芸班

出来ないと思っていた作業ができた時
「がんばりました」の声がけに嬉しそう
な表情を見せる美奈子さん。意外と力持
ちです。これから宜しくね♪
生活支援員 前泊淳子

みやこ学園園芸班

メールアドレス
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和

アダナス 職業指導員 石嶺宏武
9 月 16 日(水)、アダナスとレストラン太平山のメンバーでミニ夏祭りを行いました。今年は新
型コロナウィルスの影響で様々なイベントが中止となっているので、普段作業に精を出している利
用者さんのリフレッシュを目的として、感染予防対策をしっかり行った上で、レストラン太平山を
使用し盆踊りやダンスを踊って汗を流し、かき氷を食べて涼を取る爽やかな時間を過ごしました。
盆踊りでは屋外での祭りさながらにレストラン内で大きな円を描きながらみんなで楽しく踊ること
が出来ました。祭りの最後にはおたのしみ箱に手を入れ、何が取れるかお楽しみ！とお菓子取りゲ
ームをして盛り上がりました。みんな手にしたお菓子を美味しそうに、素敵な笑顔で食べ、職員も
皆、楽しく過ごすことができました。コロナに負けず、これからも一緒にがんばりましょう♪

職業指導員 黒澤由香

す！

大山和則さん（33 歳）
野菜ランドみやこ
毎日の作業内容を把握し自分のペー
勝連一基さん（32 歳）
アダナス
スで黙々と頑張り、皆と連携して役
パンの生地作り工程を担当している成形
割を決め効率よく作業遂行。40 度近
班の絶対的存在の一基さん。高い集中力
い暑さのハウスでも熱中症に気をつ
でミスの無い計量、分割、どの行程も安心
けながら任された仕事を最後まで責
して任せることが出来ます。30 キロの粉
任感をもち頑張っている姿は素晴ら
を軽々と持ち運ぶ姿は男の中の男！将来
しいです！。まだまだ暑い状況は続きますが体調
の夢はプロレス選手。パン職人との二刀
に気をつけながら頑張っていきましょうね！
流を目指し頑張っていきましょう。
工賃達成指導員 上地美奈子

盛島愛翔さん（22 歳）

みやこ学園室内班

普段物静かな愛翔さんですが、好きな
事に没頭し注がれる熱意、情報量、知識
にはいつも感心させられます。そのス
キルは一度身につけた作業への集中力
にも活かされていると思います。これ
からも、
更に沢山の知識やスキル向上を
目標にして頑張っていきましょう！
職業指導員 新里秀美

職業指導員

根間玄孝

長間里美さん（55 歳）
みやこ学園室内班
今年は早々に、目標にしていた「クラフトの花」を
完成させる事ができましたね！同じ作業の継続を
するにも、毎回、創意工夫を凝らしながら取組む姿
勢は流石です。これからも、健康管理を続けながら
前進していきましょう。 職業指導員 新里秀美
☆彡☆彡

Happy Birthday

☆彡☆彡

鳥取県から季節もの届く
みやこ福祉会 理事長 伊志嶺博司
私が福祉の師匠と尊敬する鳥取県の福祉施設ウィズユーの岸本毅元施設長から今年
も季節の梨が届きました。みやこ福祉会の事業拡大にいつ
も適切な助言など頂き、欠かせない大先輩です。二年前の
新アダナス開所時にもわざわざ鳥取県から来島し激励のお言葉を頂きま
した。現場を離れてもみやこ福祉会に対するお心遣いに感謝いたします。
甘くて美味しい梨、利用者・職員の皆で頂きました。神謝です。
岸本毅元施設長（写真中）と娘さん（右から２番目）
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介護連携リモート会議

新型コロナ感染症研修
相談支援事業所みやこ 下地静華

9 月 23 日(水)、宮古介護福祉士の会主催の第一回介護連携リモート会議『介護及び障害福祉事業
所及び施設の新型コロナウイルス感染対策について、事業所等・医療機関・行政で情報を共有し、
事業所等における対応方針の検討及び感染対策の強化を促すとともに、事業所等の協力関係の構築
を図る』を目的に開催され、約 30 の法人や機関が参加しました。講師は宮古病院医師 2 名、感染
管理認定看護師 1 名という最前線で取り組む先生方。感染症について学びながらディスカッション
を行い、第三波に向けて正しい知識と情報をもって対策を継続していく事の重要性が話されていま
した。噂に翻弄されてパニックになったり、その結果過剰な対策を取り、様々な活動が制限され偏
見がうまれ、何をどう取り組んでいいのか混乱を招いてしまうことも多々あります。また、対策し
続けることに疲れ、心身のストレスに繋がってしまうという負の連鎖にも。そうならないために感
染時の対応及び感染対策において各事業所や施設等で決定し共有しておくべき事を確認することが
出来ました。特に感染者の個人情報の取り扱いや、各事業所や
施設に合った対策を持続可能な範囲で取り組む(過剰な対策をと
らない)という事がパニックを防ぐためにも必要な事だと感じま
した。また対策や対応についてご本人やご家族に伝える役目もあ
ることを理解して欲しいとのお話があり、当法人でも研修の内容
について職員全員で共有し、対策を継続してまいりますが、同時
にご家族へ情報発信しながら、一緒に取り組んでいける体制も継
続して整えていきたいと考えます。今後もご家族の皆さまのご協
力をお願い致します。

んまんま様より、いただきました！
みやこ学園

職業指導員 狩俣宏乃

宮古島市社会福祉協議会フードバンク【んまんま】様より今月もまた頂きました！南国を代表する
純度の高いサトウキビで作る甘～くトロける「宮古島産純黒糖」やおやつをたくさん♪寄付してくだ
さる方々に感謝しながら各事業所で仕事中のひと時の楽しみや癒されながら美味しく味わいました。

みやこ学園勉強会「満足度アップを目指して」
みやこ学園室内班 職業指導員 新里秀美
みやこ学園職員で「満足度アップを目指して」と題し勉強会を
行いました。再アセスメントから見えてきた事、コミュニケー
ションスキルの向上という視点で支援や配慮が必要な点を共有
し、利用者さんの日々の満足度を上げる為にはどうしたらよい
か、紐解きをし、支援策を考えていきたいと思い、利用者さん
が抱えている障害特性を学び、法律に基づいてどのような支援
を行えばよいか、各グループで意見を出し合いました。何か問
題に直面した時、一人でなくチーム全体で情報を共有し考える
事で、刺激や発想の転換・気づき、統一した支援に繋がり、勉強会で職員がスキル向上する事で、利用者さん
の「満足度アップ」に繋がる事を目指していければと思います。

なかぽつ登録就労者が受賞されました！
障害者就業・生活支援センターみやこ 生活支援員 砂川知沙
令和 2 年度障害者雇用優良事業所等の表彰式が障害者雇用
月間の 9 月１7 日に那覇の産業支援センターにて開催されまし
た。宮古島からはカトリック福祉会みつば保育園の波平徳江さ
んが優秀勤労者として県知事賞を受賞し、高齢・障害・求職者
雇用支援機構理事長努力賞表彰では優良事業所に住宅情報セン
ター株式会社さま、優秀勤労者にはサンエー宮古衣料館の洲鎌
愛華さん、にこにこサービスの立津ゆかりさんがそれぞれ受賞
されました。残念ながら新型コロナウィルス感染予防のため会
場に行く事は出来ませんでしたが、なかぽつに波平さんと洲鎌
さんの家族や職場の方が集まりオンラインにて表彰式を見守り、
表彰式を見守りました♪
左から、
名前が呼ばれると温かな拍手が送られました。県知事賞を受賞
された波平さんは「ほかの先生たちのおかげ。ありがとうござ サンエー比嘉店長・洲鎌さん母・洲鎌愛華さん
波平さん母・みつば保育園園長先生
います。子供たちが好きなので今後も仕事を頑張りたい」と喜
びを語りました。努力賞の洲鎌さんは「店長や従業員の皆さんのおかげで受賞でき、凄く嬉しく思う。今後も
一生懸命頑張りたい」と笑顔で話しました。住宅情報センター株式会社には 3 名のなかぽつ登録者が事務や
管理アパートの点検・清掃などで雇用して頂いております。これからも勤続年数を積み重ねられるよう事業所
の皆様のご指導、ご協力を賜り、支援させて頂ければと思います。受賞された皆さん、おめでとうございます。

「宮古島市雇用対策協定に基づく障害者雇用促進要請」
みやこ学園園芸班利用者

Ｋ・Ｎさん考案のなぞかけです。

①「運動会」とかけて、「切手」と説く。その心は・・・？
②「お月様」とかけて、「クロワッサン」と説く。その心は・？
③「ハロウィン」とかけて、
「シンデレラ」と説く。その心は・・・？
答え ↓↓ その心は、どちらも・・・？
①どちらも「晴れない・貼れない」と困ります。②どちらも「三日月」があります。③どちらも「かぼちゃ」がつきものです。

行 事 予 定
・ 7 日（水） 午前 レクリエーション
午後 生活介護レク 動作法
・ 9 日（金） 工賃支給日
・14 日（水） 生活介護レク 日本舞踊
・21 日（水） 生活介護レク ３B 体操
・28 日（水） 施設内健康診断

＊生活介護レク
＊時間 1 時 30 分～2 時 30 分
＊場所 ゆいホールⅡ
＊事前連絡のうえ当日はマスク
着用をお願いします。

障害者就業・生活支援センターみやこ 所長 神里裕丈
９/３（木）宮古島商工会議所にて若年者、障害者、高齢者、生活困窮者などの雇用就労支援やそのほかの
雇用対策について宮古島市と労働局で連携を図ることを目的として「宮古島市雇用対策協定に基づく障害者
雇用促進要請」が行われました。対策の一環として、毎年障害者雇用支援月間にちなみ宮古島商工会議所の会
員企業の皆さまへの障害者雇用促進の要請を行っているもので、宮古島市長より「宮古地区の雇用率は県平均
をも上回っている。コロナ渦の中ではあるが難局を乗り越えて障害者雇用を引き続きお願いしたい」との要請
のあと、ハローワーク宮古所長より宮古島の障害者登録や雇用、求人の状況などの説明を受けながら企業と相
談を重ね求人に対応できるよう取り組んでいきましょうとの協力説明がありました。当センターも役割や支
援の流れを説明しセンターの活用を周知しました。宮古の状況としては、法定雇用率達成義務企業の皆様はも
ちろんのことながら、雇用率がかからない企業の皆さんにも多く雇用していただいております。それも今回の
ような要請活動や普段の周知により、
「障害があっても雇用できる」ことが広まってきていることだと感じて
おります。今後とも障害者雇用を共に進めていきましょう！

