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在職者交流会は、当センターに登録されている方で、福祉サービスに所属しておらず、企業で就労され

ているもしくは就労に向けて取り組まれている方を対象に、学習会やレクリエーションを開催しており

ます。今年度もメンバーで年間行事を計画しました。学習会は、去年から引き続き「オフィス Jキャリ

ア 代表 平良純子 氏」を講師として、今年度も「ワーク・ライフ・バランス」～しごと と せいかつ

をたのしむ～ をテーマとして、開催いたします。まずは、お互いの緊張をやわらげる「他己紹介」。普段

は自己紹介をするものですが、二人ペアになってお互いにインタビュー。ペアの相手をみんなに紹介し

ます。皆さんから「○○さんの事は前から知っているけど、初めて知ったこともあった。」「相手を紹介

するのは難しいけど面白い」など、「相手を知る」ことを、緊張をやわらげながら学びました。本題で

は、「職場でのコミュニケーション」の再現シートを使って、「○○の場面で・・・」自分だったらどの

ように発言したり、答えたりするかを書き込み、これもペアで意見を出し合ってふさわしい言葉をホワ

イトボードに書いて、みんなで考えました。いろんな答えがありますが、職場でふさわしい言葉で応対

することを学びました。参加者の皆さんも「なるほど！」「その言葉がイイね！」など、対応方法がまた

一つ身についたのではないかと感じました。 
 

 

 

5月から出向班に渡真利成次さん。6月より下地優一朗さん 

が園芸班を利用することになりました。 

お二人とも最初の頃は、少し緊張している様子も見られまし 

たが、各班の利用者の皆さんや作業の内容にも少しずつ慣れる 

につれて、現在は笑顔も見られることが多くなりました。 

 これから、作業や行事を通してそれぞれの目標に向かって 

楽しく進んでいきましょう。よろしくお願いします。 

 

 
 

5月 28日（土）にみやこ学園食堂にて、令和 4年度みやこ福祉会 親の会 総会が開催されました。コロナ

禍の中ではありますが多数の会員の方々の出席をいただきました。総会の中では、前年度事業報告・収支

決算・監査報告、今年度事業計画案・予算案についての審議や役員改選も同時に行い会長に本永安子さ

ん、副会長に川満克三さん、長浜和代さんをはじめ評議員、監事の方々全員の留任が決定されました。今

年度は事業計画の中で会員間の交流の機会を増やし親の会の活性化図ることや 20周年記念事業としてみ

やこ学園へクーラー寄贈を行うことが盛り込まれ、全会一致で承認されました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 みやこ福祉会 
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 

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 

 

 

令 和 ４年 ６月 

 
学園だより  第 2 4 9 号 

 

Mail ： miya-gaku@cronos.ocn.ne.jp 

 

 
 

 

 

6月 10日（金）工賃支給日 

6月２３日（木）慰霊の日 

 

６月 行 事 予 定 

 

 

 

 

 

 

令和 4年度 みやこ福祉会 親の会 総会 

在職者交流会学習会 ～しごと と せいかつをたのしむ～ 

 
 

先月に続き、園芸班、出向班神里班、石嶺班の買い物支援の様子を載せています。皆さんいい買い物は出

来たかな？ 

THE ｓｈｏｐｐｉｎｇ（買い物支援）～part②～ 
 

障害者就業・生活支援センターみやこ 所長兼主任就業支援員 神里裕丈 

園芸班が植栽したみやこ学園玄関先のマツバボタン 

 

 

 

 

 

 

NEW（新）利用者紹介 

オフィス J キャリア代表  

平良純子氏 

渡真利成次さん 下地優一朗さん 

副会長  

川満克三さん 
 

 

インタビューの様子 

他己紹介 

勉強会の様子 

皆でハイチーズ 

出向班メンバー 

園芸班メンバー 

良い買い物できたぞー！ お会計 

副会長  

長浜和代さん 
 

 

伊志嶺理事長と親の会役員メンバー 

今年も親の会を盛り上げていきましょう！ 

 

去年度は、コロナ禍 

で協力する機会も少なくな

り、新しい利用者や職員とも

お会いできていませんが、今

年は皆さんと顔を合わせて楽

しんでいきましょう。 

 

 

今年度は、保護者間や、

職員の皆さんとも交流会の

機会を通して、みんなで親

の会を活性化していければ

と思います。 

ご協力お願いします。 

 

会長 本永安子さん 
 

 

 

 

昨年もコロナ禍で、福祉会全体での行事を開催する

ことが困難でしたが、今年度は職員と共同で各事業

所利用者、保護者、職員が交流できる機会を計画し

ております。是非、保護者の皆様にはご気軽に参加

いただき、楽しく交流して行きましょう。 
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久貝博治さん（68歳） みやこ学園出向班 

最近は体調の変化もあり、出

向班から室内班での作業に切

り替えながら、さすがの器用

さで手元の細かな作業に励ま

れています。今後も体調と相

談しながら、作業も私生活も

過ごしていきましょう。 

がんずぅさぁ（健康）一番！ 

職業指導員 石垣邦嘉 

６月 HAPPY BIRTHDAY 

上地美智代さん（58歳） みやこ学園園芸班 

何時も前向きで、手話サーク

ル、笑いヨガ、書道と活動も

多彩‼️コロナ禍から徐々に再

開している事を嬉しそうに話

していただいてます。💓食事

作りも頑張っています。健康 

に気をつけながら、楽しんでいきましょう。 

生活支援員 前泊淳子 

 

 
 

 

 

生活介護事業所みやこ サービス管理責任者 西里恵子 
 

1年に 1度は必ず訪れる母の日。この日だけはあらためて、 

「ありがとう」と言いたくなりますよね。今年、生活介護 

事業所では、皆さんが希望される品物を吟味し各自で包装 

を楽しみながら、感謝のメッセージを記し、添えてプレゼン 

ト作りをしました。 

手作りの良さを実感し、満足そうな笑顔あふれる時間を共有 

しました。 

～母の日にちなんで～ 
 

友利栄作さん（４０歳） みやこ学園出向班 

花の植栽は誰よりも早く正確

ですね！作業後の清掃も自分

から進んで行ってくれます。

とても頼もしいです！ 

これからも目標を持って頑張

っていきましょう！ 

誕生日おめでとう。 

職業指導員  神里忠 
 

森山秀人さん（2７歳） みやこ学園メロン班 

朝ミーティングの司会や昼ご

はんの掛け声など、メロン班 

班長としてたのもしい存在に

なっています。これからもで

っかいメロンをたくさん作っ

ていきましょう！お誕生おめ

でとうございます。 
職業指導員 西里勇増 

綱島そうさん（23歳） みやこ学園園芸班 

お誕生日おめでとうございます。

園芸班のムードメーカーとして、

みんなへの声かけや楽しませてく

れることで、ハウスの中がいつも

笑顔いっぱいです。作業も、いろ

んな事へ挑戦する姿、責任を持っ

てやりとげる姿はカッコいいで 

す。これからも、色んなことにチャレンジしていき

ましょう。健康面に気をつけてこれからも頑張って

いきましょう。  就労支援員 謝敷豊彦 

 

友利たまえさん（45歳） みやこ学園室内班 

安定した継続出勤に向けて、規則正しい生活リ

ズム•散歩•日々の記録を取る等、努力されて

いるたまえさんです。出来る事が増えれば自信

も付き、前向きな自分になれるはずです。自分

を信じて頑張っていきましょう！ 

職業指導員 新里秀美 

平良繁和さん（５７歳） 野菜ランドみやこ 

毎日調整室にて、野菜の下葉

取りや袋のラベル貼りなどを

まじめに進めていただいてい

ます。玄関掃除も丁寧に綺麗

にしてくれています。いつも

ありがとうございます！！こ 

れからも楽しく、元気に過ごしていきましょ

う。        職業指導員 長浜慶 

砂川正和さん（３８歳） 野菜ランドみやこ 

新しいことに積極的に取り組 

み皆の手伝いも、自ら進んで 

行い、協力的で優しさもバッ

チリ。これからも、何でも出

来て、優しくてイケメンな正

和さんで頑張ってください。 

職業指導員 長浜慶 
 

與那覇照奈さん（３６歳） 野菜ランドみやこ 

最近は、休まず安定して出勤

いただき、また新しい作業に

も積極的に取り組んで頑張っ

ています。パネル消毒の機械

の操作は完璧です！これから

もたくさんのことにチャレン

ジしながら、ただ無理は絶対 

禁物で頑張りましょうね。 

職業指導員 長浜慶 

大山朱美さん（４０歳） 野菜ランドみやこ 

皆のリーダー的な存在で、いろ 

んな作業や作業以外のことにも

積極的に取り組んでいます。皆

が気付かない所まで、しっかり

気付いていただいて助かってい

ます。これからも、皆のすてき

なお姉さんとして、頑張ってく

ださい。 

職業指導員 長浜慶 

與那覇淳子さん（６４歳） 野菜ランドみやこ 

毎日調整室で黙々と作業を頑

張っています。いつも皆を優

しく見守ってくれていて、困

った時はすぐに頼ってしまう

くらい、すごく頼れる、皆の

お母さん的な存在です。これ 

からも健康第一で、優しい笑顔で皆を見守って

ください。      職業指導員 長浜慶 

 

石垣秀雄さん（68歳） みやこ学園出向班 

誕生日おめでとうございます。 

いつも落ち着いて作業をこなして

くれています。作業の進め方の、

後輩のフォローする姿はカッコイ

イです！健康面に気をつけてこれ

からも頑張っていきましょう。 

職業指導員 神里忠 

 

伊志嶺政さん（６９歳） 生活介護みやこ 

持ち前の元気パワーでコロナ 

を吹き飛ばし、今年は政さん

の大好きな運動会が出来ます

様に願っています！コロナ感

染予防のためお休みが続いて

いますが、一緒にお祝いでき

ることを楽しみにしていま

す。 生活支援員 濱川尚美 

 

與那原寿香子さん（６３歳） 生活介護みやこ 

いつでも恋心をたやさない寿香子                       

さん。ルンルン気分で過ごされ、

若さ を保っています。その情熱を

大好きな歌や踊りにも傾け自己の

モチベーションを高めつつ、日中

活動の充実に繋げ楽しむ毎日で

す。良いですね～。 
サービス管理責任者 西里恵子 

 

プレゼント 

生活介護みやこ

メンバー 

池間沙弥香さん（2６歳） アダナス 

笑顔がステキな沙弥香さんいつ

も明るく賑やかにしてくれます

‼️パンの成形作業を行なってい

て、以前よりキレイで数もこな

せるようになっています。今後

もそのステキな笑顔で過ごせる

ように一緒に頑張りましょうね

‼️職業指導員 知念功樹 

渡真利成次さん（６３歳） みやこ学園出向班 

４月より出向班の仲間になった成

次さん。誕生日おめでとうござい

ます。出向班での作業も毎日頑張

っていただき助かっています。こ

れからも、皆のすてきなお兄さん

として、頑張ってください。 

職業指導員 石垣邦嘉 


