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７月 HAPPY BIRTHDAY 
川満 勝則さん（59歳） 野菜ランドみやこ 

いつも冗談してハウス内を笑顔

にしてくれたり、真剣な顔で定

植や収穫、機械修理をしてくれ

たりと、いろんな事でみんなの

リーダー的存在の勝則さん。お

陰で暑い中でも、みんなが楽し

く元気に作業に取り組むことが

出来ています。これからもお茶 

目で頼れるかっこいい存在で居てください。お誕生

日おめでとうございます！！    

職業指導員 長浜慶 
  

～7 月 行事予定表～ 
 

７月８日（金） 工賃支給日 
 

７月１８日（月） 海の日 
 

 
 

 

 

～７月生活介護レクリエーション活動日程～ 
 

７月６日（水）  三味線  （会場：次郎教室） 
 

７月１３日（水） 動作法  （会場：腰原公民館）
 

７月２７日（水） ３B体操 （会場：働く女性の家） 

 

 

 

内間 久美子さん（42歳） みやこ学園園芸班 

「おはよう～」元気な声で挨拶を

してくれる久美子さん。挨拶を返

すとニッコリ♥癒やしですね。作

業も一つ、一つ丁寧に取り組む事

が出来ていますね。言葉のキャッ

チボールをする事で伝える事も増

えています。今年も久美ちゃんス

マイルで頑張っていきましょう。 

お誕生日おめでとう。   生活支援員 前泊淳子 

 

  

平良 雄飛さん（27歳） アダナス 

いつも優しい笑顔がステキな雄

飛さん‼︎包装班にてパンの袋詰

めを行なっています。歌やダン

スが好きで、音楽が流れると楽

しみながら踊る姿がとてもカッ

コいいです‼︎これからも楽しみ

ながら健康に気をつけて一緒に

頑張りましょうね。 

    職業指導員 知念功樹 

 

古謝 寿美香さん（31歳） アダナス 
毎日元気に出勤されています。

アダナスに来ることが大好きな

寿美香さん。包装作業にも集中

して取り組んでいますね。丁寧

に作業を行うので安心して任せ

ることができています。これか

らも、アダナスのみんなと作業

に余暇にと楽しみましょうね。 

お誕生日おめでとうございます。 

生活支援員 與那城笑未 

 

勝連 健太さん（24歳） アダナス 

アダナスに来て６年。色々経験

することで一歩ずつ着実に前に

進んでいますね。手先の感覚で

成形が出来るスキルは素晴らし

く、皆さんにもぜひ見て貰いた

いと思うこの頃。まだまだ伸び

しろのある健太さんで、これか

らの成長も楽しみにしていま 

す。微力ながら応援させてくださいね。お誕生日お

めでとう♪     工賃達成指導員 上地美奈子 

 

 
 

 
 

令和４年度のレクリエーション活動がスタートし 

ました。 

活動の目的として健康で自分らしくいきいきと生 

活する。そのために実際に役立つ知識や体験を通 

して楽しく活動する機会として今年度は新たに三 

味線講座を提供。三味線の音色を通して琉球の音 

楽に親しみ心身のリフレッシュが図れるよう、み 

んなで参加して趣味や特技につなげていければと 

思います。”レッツゴー体験！” 
 

生活介護事業所みやこ サービス管理責任者 西里恵子 

 

 
 

宮古島市社会福祉協議会様より、5月 31日に「カボチャ」をいただきました。これは島内カボチャ生産

者の方々より福祉施設の方々に食べていただきたいと寄付されたものです。当法人では、昼食にホクホク

カボチャ天ぷらとして皆でおいしく頂きました。本当にありがとうございました。 
 

宮古島産かぼちゃいただきました！ 

 

かぼちゃ天ぷらズミ！ 

 

 

カボチャありがとうございます！！ 

 

 

はじめての挑戦 

 

 

              

 

 

 

 

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 ７月 

 
学園だより  第 2 5 0 号 

Mail ： miya-gaku@cronos.ocn.ne.jp 

先生ありがとうございます！ 

 

 

裕斗さん 将志さん二人舞台も。 

たのしもう！ おお！‼︎ 

大舞台前のひととき  

生活介護事業所みやこ サービス管理責任者 西里恵子 

宮古島市障がい福祉課委託事業によるレクリエーション活動の一環で、およそ３年間に渡り習得した

日本舞踊の集大成として、５月２９日（日）マティダ市民劇場で開催された西川流公演会 舞ふ（う）

に出演。初挑戦ながら、日頃の成果を「大舞台で見て頂きたい」という皆さんのひそかな夢実現に向け

大チャンスに恵まれ、講師他スタッフの皆さんのご協力を得ながら日々練習を頑張りました。衣装の準

備をしながら、わくわくドキドキする皆さんの緊張を感じながらコロナ禍でもあり無事に本番が迎えら

れますようにと祈る毎日でした。いよいよ迎えた本番「やっぱり本番に強いです」リズムよく息の合っ

た踊りに会場からは手拍子、拍手、喝采。一人一人が興奮し余韻の中“ドキドキしたけど踊っている時

すごく嬉しかった”“踊っている時に鈴が落ちて緊張した”“楽しかった”“リハーサルは緊張したけ

ど本番は大丈夫だった”“緊張したけど良い思い出になったまたやりたい”“上手に踊れた”等、初舞

台での思いを聞かせてくれました。この日を迎えるまでにご苦労、ご協力下さった関係者・保護者の

方々に心から感謝申し上げます。 

 

「大舞台 出演叶う」 

 

難しいけど、練習頑張るぞ～！ 



ｐ－2                                                                                                 ｐ－３ 

 
 

みやこ学園園芸班 就労支援員 謝敷豊彦 

５月２５日（水）のクラブ時間に、事業所ミニレクリエーションを行いました。梅雨時期ということもあ

り、今回は室内でコロナ対策を徹底し４種目（ラダーゲッター・アキュラシー・ストラックアウト・ピーン

バックトスゲーム）のゲームに利用者さん全員が挑戦しました。上手に出来嬉しそうな表情を見せる方、上

手くいかず悔しそうな表情を見せる方、他のメンバーに丁寧に教える方など、いつも作業では見えない表情

が沢山みれました。また、各ゲームをクリアするごとに、持っているカードにシールを貼り全種目クリアの

方へは、プレゼントがあるということで、みんな張り切って取り組んでいる姿をみると、コロナ禍でも、皆

さんが楽しめるイベントを開催していくことが必要だな～と感じました。 
 

 
 

６月６日（月）から６月１７日（金）の平日に、宮古特別支援学校より３名の生徒が野菜ランドみやこ、み

やこ学園へ前期就業体験に来ました。皆さん２週間の体験でしたが、この体験を通して今後も学校生活頑張

ってほしいです！ 

 

 

 

 

 
 

 

みやこ学園室内班 職業指導員 新里秀美 
 

６/4（土）・5（日）に豊見城市にある「イーアス沖縄豊崎」にて,公益財団法人ヤマト福祉財団主催の「障

がい者の働く場 ゆいジョブマルシェ」が開催され、県内各地域から多くの事業所が参加、宮古島からは、

当法人とくこりもやさんの二事業所が参加しました。 手作りのパンやお菓子、雑貨、陶芸品、工芸品などが

販売され、多くのお客様が訪れていました。参加して強く思った事は「どの事業所の商品も、オリジナル性

がありアイディアに溢れ、欲しいと思う商品が多い」という事です。日頃、支援員として作業を指導、サポ

ートさせて頂いていますが、自分自身がもっと勉強し購買意欲を掻き立てる商品、みやこ福祉会にしかない

ような商品を作っていかなければならないと思いました。今回得た多くの刺激や感動を、今後の支援に活す

努力をしていきたいと思います。 

 
室内班商品 

大盛況～！ 

出品しました！ 

みやこ学園 事業所ミニレクリエーションについて 

 

 

「ゆいジョブマルシェ」に参加して！ 

 

 

★宮古特別支援学校高等部生徒の就業体験がありました★ 
 

 

野菜ランドみやこ 

 

 

高等部２年 友利優さん 

 

 

 

野菜ランドで、ハウスでの 

作業や調整室での作業頑張り 

ました。一番楽しかったのは、 

野菜を植える作業です。 

きつい事もあったけど頑張り 

ました。お世話になりました。 

学校でも頑張ります。 

ありがとうございました。 

 

高等部３年 川満美音さん 

 

 

高等部２年 新城蓮さん 

 

 

蓮さんと美音さんは、園

芸班実習では、プランタ

ー植栽への肥料入れ、ス

ピードポッター、バス洗

い、鉢並べの作業を体験

し、室内班では、比嘉ロ

ードパーク公園清掃、車

輌清掃、ちり紙折り、授

産品の袋詰め体験をしま

した！ 

商品ゲット！いい笑顔です！ 

 

 

よ～く狙って 

 

 

 

　事業未払金

　事業未収金 　１年以内返済予定設備資金借入金

　預り金（職員預り金含む）

　賞与引当金

　前払費用

　仮払金

流動資産

固定資産

その他積立金積立金積立額（１４）

10,418,000

7,574,000

次期繰越活動増減差額　　（１５）＝（１２）+（１３）-（１４） 195,306,886

当期末繰越活動収支差額（１２）＝（１１）＋（１２） 195,306,886

その他積立金積立金取崩額（１３）　　

1,049,301

0

当期活動増減差額　　（１０）＝（３）＋（６）＋（９）

特別増減差額　　（９）＝（７）－（８） 14,697,836

前期繰越活動収支差額（１１） 208,928,868

△ 13,621,982

5,319,778

サービス活動外費用　　（５） 6,067,985

サービス活動外増減差額　　（６）＝（４）－（５） △ 748,207

特別増減の部

特別収益　　（７） 14,697,839

特別費用　　（８） 3

予備費　　（１０）

当期資金収支差額合計　　（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）

前期末支払資金残高　　（１２）

当期末支払資金残高　　（１３）＝（１１）＋（１２）

サービス活動外増減の部

サービス活動外収益　　（４）

事　業　活　動　計　算　書

サービス活動増減差額　　（３）＝（１）－（２）

150,999,059

0

サービス活動増減の部

サービス活動収益　　（１） 304,241,684

サービス活動費用　　（２） 331,813,295

△ 27,571,611

勘　定　科　目 金　額

△ 6,644,780

157,643,839

事業活動収入　　（１）

金　額勘　定　科　目

差引純資産

事業活動による収支 311,756,111事業活動支出　　（２）

その他活動による収支

その他活動収入　　（７）

その他活動支出　　（８）

その他活動資金収支差額　　（９）＝（７）－（８）

施設整備等による収支

施設整備等収入　　（４）

施設整備等支出　　（５）

施設整備等資金収支差額　　（６）＝（４）－（５）

資　金　収　支　計　算　書

309,501,462

3,472,258

11,317,309

事業活動資金収支差額　　（３）＝（１）－（２） △ 2,254,649

0

15,707,440

14,789,567

409,336,278 固定負債

負債合計

資産の部 585,575,327

資産の部 585,575,327

　財　産　目　録

資産の内訳 金　額

176,239,049

負債の内訳

流動負債 43,048,490

102,801,160

145,849,650

439,725,677

金　額

290,149,327 国庫補助金等特別積立金

純資産の部

その他の積立金

次期繰越活動収支差額

　その他固定資産　

22,625,000

219,293,791

2,500,000

195,306,886

123,858,005　現金預金

流動負債

120,000

50,218,354

183,500

1,818,109

119,186,951

固定資産

　基本財産 基本金

585,575,327

　設備資金借入金

　退職給与引当金

固定負債

409,336,278

純資産の部合計 439,725,677

　（うち当期活動収支差額） △ 13,621,982

△ 15,707,440

　貯蔵品

　商品・製品

41,081

0

令和３年度　みやこ福祉会　決算報告書
貸　借　対　照　表

借　　　方 貸　　　方

科　　　目 金　額 科　　　目 金　　額

負債及び純資産の部合計

43,048,490

24,007,189

102,801,160

92,566,000

10,235,160

流動資産 176,239,049


