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1 月 HAPPY BIRTHDAY
古謝 奈保子さん（38 歳） アダナス

石嶺 雄人さん（30 歳） アダナス

来間

歩美さん（36 歳）

野菜ランドみやこ

伊波

野菜ランドみやこのエース歩美さん★
実家の畑手伝いもこなしながらお仕事
もきっちりこなしてくれています。サ
トウキビも収穫シーズンで忙しくなり
ますが、体調を崩さないように気を付
けて、頑張っていきましょう。
お誕生日おめでとうございます！
職業指導員 勝連 南

田中 美幸さん（33 歳）

生活介護事業所みやこ

英則さん（64 歳）

みやこ学園 室内班

お誕生日おめでとうございます。
むすびマットの作業に集中して取り
組まれている姿を頼もしく思いま
す。少し、頑張り過ぎる場面も見ら
れるので、息抜きしながらメリハリ
付けて楽しく進めていきましょう
ね！
職業指導員 新里 秀美

本村

直大さん（29 歳）

みやこ学園 出向班

毎日の自転車出勤すばらしいで
す。最近は、笑顔もたくさん見ら
れ、皆と楽しく過ごせています
ね！家ではお父さんの手伝いを頑
張っています！これからも自分が
出来ることみつけ明るく楽しく過
ごして行きましょう！誕生日おめ
でとうございます。
職業指導員 石嶺 魁人

野菜ランドみやこ

ほうれん草の担当から最近はリーフレ
タスに挑戦中ですが、最初に比べキロ
単位の計量もこなせるようになってき
ました★これからも色々な野菜に挑戦
し出来る事をいっぱい増やしていきま
しょうね♪成人おめでとうございま
す！
職業指導員 勝連 南
久貝

レク活動はとても大好きで誰より張り
切って参加し、掛け声を上げ楽しんで
皆さんを盛り上げ取り組む美幸さん。
今年の寅年もパワフルに美幸さんパワ
ーで色んな事をチャレンジして 33 歳
を満喫して下さい。お誕生日おめでと
うございます。
生活支援員 濱川 尚美
松川

舞子さん（20 歳）

砂川

美香さん（38 歳） みやこ学園 園芸班
おっとりしている美香さんです。作
業に入ると集中力があり丁寧な作業
をしてくれています。連絡帳の受け
渡しも自分の声で問いかけてくれま
すね。その声に癒されている私がい
ます。美香さん、健康に気をつけて
頑張っていきましょう。お誕生日お
めでとうございます。
生活支援員 前泊 淳子
英之さん（30 歳）

みやこ学園

学園だより

勝彦さん（42 歳）

みやこ学園

グループホームみやこ・グループホームとも
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みやこ福祉会

理事長

伊志嶺

博司

新年あけましておめでとうございます。昨年は、新型コロナウィルスの
影響を受け、利用者や職員の仕事に対する取組み方が変化したことで戸
惑いを感じる一年でした。また、みやこ福祉会の様々な行事を中止せざ
る得ない事態になりました。レストラン太平山は不特定多数のお客様にご利用いただく事
で職員、利用者の健康を守るため、新型コロナ感染拡大防止対策で昨年は休業が続きまし
た。昨年から取り組んでいるメロン栽培は、試行錯誤しながら栽培技術も向上、ご購入し
ていただいたお客様から「甘くて美味しい」との評価を頂きました。みやこ福祉会は、今
後も保護者を初め関係機関と連携し、障害者の処遇の改善に取り組んでいく所存です。こ
れまでも、障害者の方々が地域に必要とする活動拠点の事業所などを展開して参りまし
た。今後も地域に必要な社会資源の整備を行っていきたいと考えております。今後とも親
の会や評議員の皆様を始め、理事、役職員一丸となって、障害のある方やご家族が住みや
すい地域社会を構築できるように、皆様と共に邁進していきたいと存じます。
一日も早く新型コロナウィルスが終息し今年は皆様方にとって健康で素晴らしい年にな
る事を心から祈願申し上げ新年のあいさつと致します。
２０２２年も
よろしく

出向班

お願いします。

👍美智代さんの手話講座👍
あけまして

園芸班

勝彦さん、お誕生日おめでとう
ございます。物知り博士の勝彦
さん。「今日は◯◯の日だよ。」
と朝から、楽しませてくれるお
陰で、１日を頑張ろうという気
持ちになります。作業でも、み
んなのことを見守りながら丁寧
に取り組むことが出来ていますね。これからも、身体
には気をつけて、趣味のケーキ作りも楽しみながら、
過ごして行きましょう。
就労支援員 謝敷 豊彦

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

社会福祉法人

お誕生日おめでとうございます。みん
なと朝や作業後の挨拶をしっかり行う
英之さん。集中すると自慢の力を活か
して取り組む姿が素晴らしいです。現
在 他事業所を体験ショートステイ
中、新しい環境に挑戦中 これからも
いろんなことに興味を持って頑張って
行きましょう。
職業指導員 石垣 邦嘉
大城

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

Mail ： miya-gaku@cronos.ocn.ne.jp

体力有り、優しさ有り、笑い有り･･･
成形班に居なくてはならない存在の雄
人さん。計量、成形、掃除、どんな作
業でも笑顔で楽しそうに取り組む姿は
流石です。雄人さんにとって素敵な一
年になるように陰ながら応援していま
す。お誕生日おめでとう♪
工賃達成指導員 上地 美奈子

いつも元気いっぱいで周りのみんなを
笑顔にしてくれる奈保子さん。包装班で
ラベル貼りや掃除機をかける姿は一生
懸命で積極的に参加してくれるのでと
ても助かっています。これからも素敵な
笑顔で元気に過ごしましょう！
生活支援員 與那城 笑未

社会福祉法人 みやこ福祉会

令 和 ４年 １月

おめでとう

～

１月

行事予定

～

１月４日（火）御用始め
１月７日（金）工賃日
１月１０日（月）成人の日
１月１９日（水）みやこ福祉会成人祝賀会

園芸班

上地美智代さん

毎週火曜日に未来創造センターにて手話サークルに通っています。
今は新型コロナウィルス拡大防止のためサークル活動が少なくなり
ましたが、
「大好きなサークルに参加して楽しみたい」・「宮古島トラ
イアスロン大会の手話ボランティアにも参加したい」とアクティブ
な美智代さんです。今回は、正月に合わせた手話を紹介します！

１月生活介護レクリエーション
日程活動
１月 12 日（水）
動作法（会場：ゆいホール２）
１月 19 日（水）
３B 体操（会場：ゆいホール２）
１月２６日（水）
日本舞踊（会場：ゆいホール２）
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🧵障害者週間「文化作品展」応募🧵
生活介護事業所みやこ サービス管理責任者 西里 恵子
障害者週間にちなみ宮古島市障がい福祉課より「文化作品展」作品募集があり、生活介護事業所みやこでも、日
中活動で取り組んでいる各々の作品、団体１点・個人６点応募しました。集まった作品は、１１月３０日(火)～１
２月１０日(金)宮古島市役所総合庁舎１Ｆエントランスホールで展示され、一般市民の投票をもとに優秀作品は表
彰されるということで、皆さん作品製作を楽しみ、作品完成に励みました。皆さんの頑張りをご覧ください。

～アダナス大ボーリング大会～
アダナス 職業指導員 知念 功樹
11 月 17 日にアダナス大ボーリング大会を行いました。開会宣言から大会はスタートし、しっかりルール説
明を行って安全を考慮しながら大会は行われました。普段は目立たない方のストライク連発プレーや力みすぎ
てガ―ター連発等々、普段見る事ができない表情を沢山見ることが出来ました！大盛況の中、大会を無事に終
えることができました！

ボーリング
田中美幸さん作

作品作りの様子

友利洋子さん作

與那原寿香子さん作

仲宗根真知子さん作

仲里美弥さん作

新里加代子さん作

ジングルベルジングルベル♪クリスマスに合わせて今年もクリスマスプレゼントの寄付がありました。
マックスバリュ宮古店様、宮古ガス株式会社様、空港前給油所様よりケーキやお菓子をいただきました。
いただいたものは忘年会のおやつとして各事業所でみんな大喜びしながらいただきました。寒い冬の季節です
が、心温まるプレゼントになりました。寄付をいただきました各社の皆様に感謝申し上げます。

年末の大イベント「みやこ福祉会大忘年会」が、今年も新型コロナウィルス感染症の影響もあり各事業所での
開催となりました。今年も各事業所、趣向を凝らし一年の締めくくりを楽しみました。

生活介護みやこ

第3回

宮古ガス様ありがとうございました。

障害者雇用セミナー

Café 様のご協

12/28 日、みやこ学園の利用者さん、学園職員で午前中にボーリング大会、美味しいお弁
当を食べた後はプチ忘年会を行いました。各班一年を振り返り、ビンゴ大会の景品に歓喜
し、クイズや余興を楽しみ、笑顔溢れる一日となりました

～高次脳機能障害の理解について～

講師の赤嶺氏
リモートの様子

Green

宮古空港前給油所様
ありがとうございました。

障害者就業・生活支援センターみやこ 就業支援員 豊見山 拓也
11 月 18 日(木)に、宮古島市 ICT センターを主会場とし、今年度３回目の障害者雇用セミナーを、会場とリモー
トで開催しました。今回は、
「医療法人へいあん平安病院 赤嶺洋司氏」より『高次脳機能障害の理解』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。また、セミナー後半ではハローワーク宮古 富田氏より、障害者
雇用の助成金について説明して頂きました。その後のグループワークでは企業、支援機関、行政等の参加者で、
リモート、会場に分かれ活発な意見交換を行う事が出来ました。今年度企業、支援機関、行政向けに障害者雇用
セミナーを年 3 回に分けて実施し多くの参加があり、ご意見には「離島でも専門的な講演が聞けて良かった」
等、年 3 回のセミナーで各種障害や障害者雇用について知識が深まったと多くの意見がありました。今回、年３
回のセミナーにご協力していただいた、各関係機関の皆様本当にありがとうございました。
会場の様子

生活介護事業所みやこは、クリスマス会、忘年会をかねて Y，Ｓ
力をいただきキッチンカーが出張出前で来ていただきました。

Y，Ｓ Green
Café 様は、城辺
A コープで営業し
ています。食べ物、
飲み物とてもおいし
かったです。ぜひお
買い求めを☆

みやこ学園

マックスバリュ様ありがとうございました。

風船バレー

アダナス

アダナスの忘年会は、皆で映画館で映画を鑑賞し、外食をしました！美味しいご飯に皆さん
笑顔でした。アダナスの皆さん今年もお疲れ様でした☆

野菜ランドみやこ

野菜ランドは、今年の慰労をかねての忘年会を行いました。忘年会では、バーベキュー、ビン
ゴ等のレクゲームをして楽しみました。

