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障害者就業・生活支援センターみやこ 生活支援員 上里 佐和子
９月１６日(木)、宮古島市 ICT センターを主会場とし、今年度２回目の障害者雇用セミナーを、今回もリモ
ートのみで開催しました。今回は、
「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 沖縄障害者職業センタ
ー 障害者職業カウンセラー押尾渓介氏」より『精神障害の理解』をテーマに、企業・障害者支援機関を対
象に、障害特性や職業的課題について、雇用前、採用、職場定着につながる配慮ポイントを専門的な視点で
解説して頂きました。「雇用開始の勤務時間を短時間から」
「負荷の低い作業から」
「ストレス度や体調管理
に配慮を」
「キャリアアップの視点を」「自発的に行動するためのツール」など一人ひとりに合った援助を行
うことが、全体の業務の効率化にもつながることを学びました。セミナー後半では、ハローワーク宮古 上席
職業指導官 富田佳秀氏より、「障害者トライアル雇用」について説明して頂きました。障害者トライアル雇
用は、3 カ月間試用雇用することで適正や能力を見極め、確認した上で継続雇用へ移行する事ができる制度
で、トライアル雇用終了後も、多くの方が企業において戦略として活躍されていると報告を受けました。グ
ループワークでは、企業、支援機関、行政等の参加者で、３つのグループに分かれて、障害理解や企業が行
っている支援の取り組みについて意見交換を行いました。どの企業も、本人の体調が優れなくなった時の対
処法や、苦手な作業に対する指示の出し方等、障害がある方だけじゃなく、社員全員が働きやすい環境づく
りを行っている事に感銘を受けました。また、参加して頂いた３４名の企業、支援機関の皆様ありがとうご
ざいました。第３回は、１１月１８日(木)医療法人へいあん平安病院 心理療法係 科長 赤嶺洋司氏を講師に
『高次脳機能障害の理解について』をテーマに開催致します。

美味しいカレーに舌つづみ

宮古牛カレー

リモートの様子

セミナー開会の挨拶を
行う伊志嶺理事長

助成金説明をして頂いた
HW 宮古 富田上席

会場でのリモート
受講の様子

鳥取から美味しい梨が届きました！

野菜ランドみやこ 所長 恩河清人
9 月 27 日野菜ランドみやこにて MYK café 様（福島さん、飛田さん）の提供による食事会が行われました。パ
イナガマビーチの近くで MYK café を経営していましたが、残念ながら今月でお店を閉めてしまう事になり、冷
蔵庫にある食材を無駄にしたくないということで今回の食事会が開催されました。今回のメニューは宮古牛を 7
時間煮込んだカレーです。コロナ過の影響もあり、外食がなかなかできない中での食事会に従業員の皆さんは大変
満足して美味しく食事を頂きました。
美味しい食事、楽しい時間を有難うございました。

配膳

セミナーの内容は、精神障害の特性、
職業的課題、配慮点について

ほうれんそう

小松菜、水菜、ミックス野菜、リーフレタス、ほうれん草、ルッコラの計 6 種類を生産し、島内外のスーパー等
で販売、飲食店でのお料理にご活用いただいております。毎日とれたての新鮮野菜を出荷しております、是非お買
い上げの上ご賞味ください！

ご準備中

生活介護事業所みやこ
障害者就業・生活支援センターみやこ

障害者雇用セミナー

セミナーには、企業、支援機関の
方が参加していただきました！

みず菜

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
グループホームみやこ・グループホームとも

第2回

計量

社会福祉法人 みやこ福祉会

令 和 ３年 10 月

ありがとうございます！

みやこ福祉会が姉妹提携をしている鳥取県の社会福祉法人ウィズユー
の元施設長の岸本毅氏から鳥取名産の 20 世紀梨が届きました。
岸本氏からは施設退任後も毎年梨を寄贈いただいており、当法人
の活動を温かく応援していただいております。
いただきましたサクサクの甘い梨は、昼食時に思わずみんな笑顔
になって美味しくいただきました。

寄贈の梨

美味しい梨ありがとうー♪
岸本さん

ｐ－2

10 月 HAPPY BIRTHDAY

仲里 美弥さん（45 歳） 生活介護事業所みやこ

座喜味

好きな事なら時間を忘れるほどの集中
力、キャッチ力豊かなアンテナの持ち
主。そして拘り強い美弥さんは、ピンや
ビーズで身を飾るおしゃれなレディー。
これからも好きなように目いっぱいおし
ゃれを楽しんでね。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

長間 里美さん（５６歳）

室内班

愛翔さん（23 歳）

生活介護事業所みやこ

65 歳になりましたね。返りみれば感慨
深い年月に思いを走らせています。「し
んどい」を口にすることなく、週一木曜
日のみの出勤を楽しみにされていると言
って下さる明るい笑顔に癒されながら
「元気でよ～」と心底願う今日この頃で
す。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

本永

コロナ禍でいろんな制限がある中です
が、ナイススマイルありがとうございま
す。これからも安心して作業に取り組める
ように、いろんなお話、相談をしながら一
緒に進めていきましょう。よろしくお願い
します。ハッピーバースデー❣
職業指導員 新里 秀美

盛島

敬子さん（65 歳）

太陽さん（40 歳）

美奈子さん（39 歳）

平良 啓予さん（42 歳） 園芸班
お誕生日おめでとうございます。いつ
も元気いっぱいの啓予さん、最近は文
字や数字の練習、似顔絵作成などを楽
しんでおり、もしかして画家志望？笑
これからも、体には気をつけて、元気
いっぱいの啓予さんで、みんなを楽し
ませて下さい。
就労支援員 謝敷 豊彦

添石

達士さん（42 歳）

勝連一基さん（33 歳） アダナス
皆から愛されキャラの一基さん。あな
たがいる事で作業場が優しい空気に包
まれています。重たい粉を軽々しく運
ぶ男らしさに加え、気が付くと手伝っ
てくれるさり気ない優しさも魅力の
一つ。これからもパン作りのプロとし
て更なる成長を見せてくれると期待して
います。お誕生日おめでとう♪
工賃達成指導員 上地 美奈子

園芸班

何時も笑顔や仕草が愛らしい女性です。
日中活動でも、できる作業が増えていま
す。自分の思いを伝えたい時は可愛ら
しいアプローチをしてくれますね。
これからも健康に気をつけていきま
しょう。美奈子～誕生日おめでとう❤
生活支援員 前泊 淳子

園芸班

お誕生日おめでとうございます。笑顔
がステキな達士さん、作業では苗の定
植や穴あけ作業など、細かい作業も一
つ一つ丁寧にこなせ、時にはダンスを
踊りながら作業を進める姿は、とても
カッコいいです。これからも、スマイ
ル１番の達士さんで、作業もダンスも
楽しみながら頑張っていきましょう。
就労支援員 謝敷 豊彦

フードバンクんまんま様より、先月、パウチタイプのお米とパスタ、ポーク、シーチキン等をいただきまし
た。パウチタイプのお米はカレー、きのこ、中華の 3 種類があり温めるだけですぐ食べられるようになってお
ります、沢山いただいたのでみんなに 1 個ずつ配布致しました。パスタは昼食に、ポークとシーチキン等はホ
ームで活用させていただき、大いに助かりました。本当にありがとうございます。
「フードバンク」とは？
食品ロスを受け取り、必要な
方へつなぐ活動、また、その
活動をする組織を「フードバ
ンク」と言います。
「んまんま」は、宮古島の言
葉で「おいしい」を意味しま
す。

アダナス

通所 5 年目となり、できる事が沢山増

西里

フードバンクんまんま様より（運営主体：宮古島市社会福祉協議会）

太平山休業に入ってからの約１年、アダ
ナスという新たな環境に戸惑いつつも自
分の居場所をしっかり築いてきています
ね。太陽さんの好きな事に没頭する姿に
はいつも感心させられます。太平山再開
を楽しみにしつつ、もう少しアダナスで
頑張っていきましょう。お誕生日おめ
でとうございます。
工賃達成指導員 上地 美奈子

室内班

えてきた愛翔さん。今、挑戦してる作
業は「エコバッグ作り」です。ミシン
での作業は覚える事も多く悪戦苦闘を
要しましたが、果敢に挑戦しもうすぐ
完成ですね！常にチャレンジしていく
愛翔さん、これからも、いろんな事に
前向きに取り組んでいきましょう！ 職業指導員 新里 秀美
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新利用者紹介
７月よりみやこ学園を利用することになりました、川満学さんです。学さんはきちんと等間隔に植えない
といけない定植作業から安全確認が大事な草刈機を使用した除草作業までこなす大型新人です。現在は園
芸班、出向班の 2 つに所属しており、作業の状況に応じて 2 つの班を行き来し大いに活躍しております。
よくお気に入りのサングラスをかけシブイ感じの学さんですが、困っている人を進んで助ける優しい方で
す。休日は、ハードボイルドなＤＶＤ鑑賞が趣味としております。皆さんこれからも宜しくお願いしま
す。

大山和則さん（34 歳） 野菜ランドみやこ
園芸班での作業の様子

和則さん！お誕生日おめでとう！！
毎日暑いハウスの内外で、いろんな作業
業に取り組んでくれて、すごく助かって
います。感謝です。ありがとう。最近、
自信が付いてきたのか、これまで以上に
責任感や積極性が見られることが多く
なり、すごく頼れる存在だなと感じます。
これからも、沢山のことにチャレンジし、
また、体調管理や車の運転等にも気をつけて、さらにかっこ
いい大人になれるよう頑張ってください。
職業指導員 長浜 慶

砂川

直樹さん（５５歳）

園芸班

お誕生日おめでとうございます。元気いっ
ぱいの挨拶で皆を迎えてくれる直樹さん、
園芸班でも、お兄さん的存在で、みんなに
優しい声かけや励ましの言葉をかけてくれ
る姿は見習いたいです。コロナウイルスの
影響で、体を動かす機会が減って、物足り
なさもあるとは思いますが、体調面には気
をつけながら、自分のペースで無理せず頑
張っていきましょう。
就労支援員 謝敷 豊彦

☆ナイススマイル☆

～新職員紹介～
野菜ランドみやこ 勝連南さん
今年の 2 月からみやこ福祉会に入職
しました勝連南です。メロンランドを
経て６月からは、野菜ランドで働かせ
て頂き毎日が学びで大変ですが、2 年
間、学園の厨房で皆さんの給食を提供
させていただいていたので顔見知りの
利用者さんや職員さんも沢山いて、お
声をかけていただくこともあり毎日楽
しく過ごさせています。まだまだ未熟者
ですが、皆さんと楽しく頑張りますので宜しくお願いしま
す。

10 月

行事予定

8 日（金）工賃日
11 日（月）スポーツの日

芝刈り機も巧みに乗りこなします！

川満

学さん

～新職員紹介～
メロンランド 西里友稀さん
今年の 8 月からメロンランドで働いて
いる西里友稀です。
障害のある方々がどのように仕事をし
ているのか気になりこの職業を選びま
した。その人それぞれの個性や特徴が
あり見て学び、頑張る姿を見て元気付
けられています。
まだまだ教わる事が沢山ありますが、日々精進出来るように頑
張ります。よろしくお願いします。

☆生活介護みやこレクリエーション日程☆
10 月６日（水）

～３B 体操～

（場所：ゆいホール）

10 月 13 日（水）

～動作法

（場所：ゆいホール）

10 月 20 日（水）
（場所：ゆいホール）

～日本舞踊～

