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９月 HAPPY BIRTHDAY

令 和 ３年 ９月

與那覇るり子さん（70 歳） 生活介護事業所みやこ

古希をお迎えし、ますます
元気なるり子さん。今年の
誕生日を一緒に祝う事がで
き嬉しさと安堵と様々な気
持ちが交差しています。何
処でも誰とでも馴染んで愛
されキャラ！いつまでも保
ち続けて下さいね。
お誕生日おめでとうございます。
サービス管理責任者

西里恵子

砂川孝子さん（５７歳） アダナス
パンに貼るラベルを印刷機に入力
して印刷したり、それを貼ったり
する作業を集中して丁寧に頑張り
ます。最近はコロナウイルスの影
響でカラオケを楽しむことが出来
ませんが、できるようになったら
思いっきり歌いましょうね！孝子
さんの歌楽しみにしています。
生活支援員 與那城笑未

根間裕子さん（21 歳） アダナス

パンの成形にも慣れた手付き
で素早くこなすことが出来てい
る祐子さん!新しいパンにも挑
戦していきながら出来る事を増
やして頑張って行きましょー！
職業指導員 知念 功樹

前泊望美（21 歳）

太平山がなかなか再開できず、現
在はアダナスにて包装作業に携わ
っています。作業も継続かつ安定
的に取り組まれています。
女子力高く、おしゃれやお菓子
作りを楽しまれています。
就職を目指して、いろんなことに
チャレンジして、楽しくできる事
少しずつ増やしていきましょう。
生活支援員 與那城笑未

砂川将志さん（34 歳） みやこ学園出向班
作業や行事も頑張ってい
ますが日舞やマラソンと
私生活でも精を入れて頑
張っています。日舞も披露
する機会が減ったりマラ
ソンも大会が中止になっ
たりとありますが、これか
らも、いろんな事に挑戦して頑張りましょう。
職業指導員 石垣邦嘉

與那覇民子さん（63 歳）

グループホームみやこ・グループホームとも
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『きみの一番はどれだ？』
長く居座った台風が明けた頃、「第１回アダナスパン人気投票」を行いました、投票者はみやこ福祉会の全利
用者で一定の投票期間を設け発表会を開催しました。いろんな種類を食べているかた、これと決めて食べてい
るかた、様々なかたがおりますが、今回「きみの一番はどれだ？」をキャッチフレーズにみんなの心に秘めた
一押しのパンに投票してもらいました。投票会のポスターが掲示されるとみんなそのポスター前に集まり、こ
れが一番だよね、いやいやこれでしょといった感じの話で暗いコロナ禍の雰囲気が熱いパン談義となり活気あ
る雰囲気になりました。投票結果発表も皆の熱い視線の中発表されました、結果は予想に反し大接戦の中なん
と３種類のパンが同点一位となりました。発表後は１位に輝いたパン投票会を振返りながら美味しく頂きまし
た。また今回『夢のパン』と題しこういったパンがあったらいいのにーという皆の心の意見も募集しました、
これもみんな一生懸命伝えるべく絵を描き、説明文を書くなど創意工夫を凝らし投票しており皆のパンに対す
る熱い気持ちが伝わりました。
（夢のパンにつきましては現実化できるよう協議していきます、こうご期待！）
皆さんのご協力に感謝です！

アダナス

生

苅込千英さん（28 歳） アダナス
単純な成形から難易度の高い成
形まで、安心して任せる事が出
来る千英さん。調子の良い時も、
そうでない時も、あなたを想う
気持ちはいっぱいです。あなた
の笑顔が大好きです。これから
も一緒にお仕事していこうね。
お誕生日おめでとう♡
工賃達成指導員 上地美奈子

石原正人さん（45 歳） 野菜ランドみやこ
調整室の作業から、たまにハウス
の作業も手伝ったりといろんな
事に取り組み、また、皆が気付か
ないような所にも気付いたりと
毎日、いろいろ忙しい正人さん。
作業以外にも、沢山おしゃべりし
たりして皆を楽しませてくれます。これからも、元気で
明るく、楽しみながら、頑張っていきましょうね！！お
誕生日おめでとう！！
職業指導員 長浜慶

学園だより

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・メロンランドみやこ

包装作業にいつも一生懸命取り
組まれています。作業も丁寧で安
心してお任せできます。最近は、
水曜日に皆とエクササイズを楽
しんでいますね。人一倍がんばり
屋さんで、一息つきつつ何事にも
自分のペースで頑張ってくださ
い。これからも元気に楽しく過ご
せるようにしていきましょう！
生活支援員 與那城笑未

福里純也さん（30 歳） みやこ学園出向班
毎日笑顔の絶えない純也
さん。朝出勤後は元気に歌
って作業前のウォーミン
グアップを行なっていま
す。
体も身軽でスポーツは
なんでも OK です。これ
からもみんなと仲良く頑
張って行きましょう。
職業指導員 石垣邦嘉

アダナス

Mail ： miya-gaku@cronos.ocn.ne.jp

社会福祉法人 みやこ福祉会

～

9 月

行 事 予 定

１０日（金）工賃支給日
２０日（月）敬老の日
２３日（木）秋分の日

アダナスより
いつもアダナスパンをご購入いただきありがと
うございます、皆さんのご支援を活力とし美味
しいパンを提供できるよう頑張ります。今後も
アダナスパンをどうぞ宜しくお願い致します。

★アダナス★
〒906-0015
沖縄県宮古島市平良
字久貝１２６４
☎0980-74-1188
FAX0980-74-1288
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みやこ福祉会の
～就労支援事業の様子～①
林間広場

比嘉ロードパーク

宮古島市レクリエーション事業

宮古島空港

船だまり公園

今年度も宮古島市レクリエーション事業がはじまりました。
「宮古島市レクリエーション事業」とは、生活
介護事業所みやこが受託して行っている事業です。動作法では、理学療法士、日本舞踊では、西川壱瑚日舞
道場より講師を招いて事業を行っています。
どうさほう

動作法
自分の身体に注意を、適切な動かし方
等、体験を通して障害の状態の改善、
発達、成長の促進、暮らしやすさ、生
きやすさ、心身の健康を図る心理療法
の一つです。

動作法

生活介護メンバー
にほんぶよう

日本舞踊
舞踊を通して体幹の維持向上やリズム
感を養うことで心身の若がえりを図る
のが日本舞踊です。

レクリエーション事業にご参加し
たい方は、ぜひご連絡ください。
連絡先：生活介護事業所みやこ
☎0980-79-0658

みやこ学園～出向班～
写真は、林間広場（添道）
、比嘉ロードパーク、宮古空港の作業風景です。他にも、船だまり公園、前浜港のゴミ
拾い、宮古島市クリーンセンター、働く女性の家の除草作業、合同庁舎の花のプランター管理、花の定植作業等を
日々行っています。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
～みやこ学園～園芸班～ 現在は、宮古空港や受託先の花壇に植える花を作っています。ジニア、マツバボタ
ン、トレニア、ペンタス、アンゲロニア、メランポジューム、千日紅などなど。サルビア、ベゴニア、インパチェンス
も予定しています。また、例年では、トライアスロン宮古島大会の花作りも。花苗は、５０円で販売しております。ご
注文については、ご連絡ください。
連絡先：みやこ学園 ☎0980-73-7770

～９月のレクリエーション予定～
９／１５（水）
：動作法
９／２９（水）
：日本舞踊

日本舞踊

★アダナス🍞に実習生が施設実習に来ました★

トライアスロンの
花

みやこ学園の半期に一度の大掃除！
8/19.20 日にみやこ学園の大掃除を行いました。いつも使う道具や作業場に感謝を込めてピカピカ磨き綺麗に
しました。普段接する事が少ない利用者さんと一緒に作業する事で親睦が深まったように感じました。流れる
音楽に合わせて歌ったり踊ったり楽しみながら頑張りました。みなさんお疲れさまでした！
みやこ学園 職業指導員 石嶺魁人

こんにちは。福岡リゾート&スポーツ専門学校の伊佐陽茉莉です。先日､10 日間
幼稚園教諭を目指すためアダナスで施設実習を行いました。
アダナスで実習をしたいと思ったきっかけは、高校の時によくアダナスのパンを
食べていました。そこで利用者さんたちがどのようにして美味しいパンを作って
いるのかを知りたいと思い、今回実習を行いました。アダナスでは、利用者さん
が自立できるようにその人にあった仕事を一緒に体験することができました。
また、一人ひとりとても優しく色んな利用者さんと関わることができ、とても楽
しく実習をすることが出来ました。実習を終えても、皆さんと記念撮影をした写
真を振り返って、余韻に浸っています。今回の実習を活かし、今後の就職活動に
つなげていきたいです。充実した 10 日間でした。
本当にありがとうございました。

～新職員紹介～

かりまた よ う こ

アダナス 狩 俣 陽子
こんにちは。今年の３月か
らアダナスで働いていま
す、狩俣陽子と申します。
失敗ばかりで職員さんや
利用者さんに助けられて
何とかやっています。
一人一人の得意な事、苦手
な事が、把握出来て、そっと力になることが
出来る様に、なりたいと思っています。まず
美味しいパンが焼けるように頑張ります。
よろしくお願いします。

～新職員紹介～

い さ ひ ま り

実習生

伊佐陽茉莉さん

いしみね か い と

出向班 石嶺魁人
今年からみやこ学園に入職し
ました石嶺魁人です。人とかか
わる仕事がしたくてこの仕事
を選びました。今は初めてやる
事が多く毎日大変ですが、い
つも利用者さんのふとした一
言に心癒されて、また気付かさ
れ大変ながらも何とか取組め
ております。まだまだこれからですが皆さんとも
っと和気あいあいとできるよう頑張っていきま
す。宜しくお願いします。

