
                                                                                                  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

みやこ学園室内班 職業指導員 新里秀美 

９月９日（金）沖縄産業支援センターにて、令和４年度障害者雇用優良事業所等表彰式が行われました。障害

者の雇用の促進と職業の安定化を図るため、毎年９月を障害者雇用支援月間とし、その時期に行われる表彰式

です。今回、令和４年度写真コンテストに写真部門に応募した所、有難い事に「独立行政法人高齢・障害・求

職者雇用支援機構理事長激励賞」を頂きました。今回、モデルとなってくれた室内班の盛島愛翔さんは、通所

6年目になり、特別支援学校実習生の時から現在に至るまで関わっている利用者さんです。普段のありのまま

の作業風景を撮らせて頂いたのですが、真剣に作業に取り組む様子が伝わったのではないかと思いますし、素

敵な場面を多くの方に知って頂く機会になった事を嬉しく思います。撮影・応募にご理解、ご協力下さりあり

がとうございました！ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７日（金）工賃支給日 

1０日（月）スポーツの日 

 

 

～ 10月 行 事 予 定 ～ 
 

 

 

 

 
 

 

みやこ福祉会が姉妹提携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、施設長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頂きました。 

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 10月 
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10 月 HAPPY BIRTHDAY 

仲里美弥さん（４６歳） 生活介護事業所みやこ  
美弥さん継続出勤し皆さんと

日々楽しんでいます。作業も意

欲的に自分なりのペースで取り

組み過ごす事が出来ています。

これからもステキな笑顔で、楽

しんでいきましょうね。46歳 

お誕生日おめでとうございます。 

生活支援員 濱川尚美 
 

沖縄県障害者優良事業所等表彰で賞を受賞しました！ 

座喜味敬子さん（６６歳） 生活介護事業所みやこ 
大手術を乗り越え笑顔で出勤さ

れている敬子さん。体つきはき

ゃしゃですが、とてもタフでた

くましく何事にもポジティブに

向き合う面ではいつも刺激を受

けます。身体がゆるす限り生活

介護に来たい！と要望され頑張 

っています「ガッツ!!」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 
  

本永太陽さん（４１歳） アダナス 

太平山再開を楽しみに待ちつ

つ、アダナスでのシーラー作

業、ラベル貼り作業と色々な工

程を任されている太陽さんで

す。大好きな書写やスマホを使

った情報収集など自分時間もし

っかり楽しむ事が出きています 

ね。これからも健康第一！！！ 

工賃達成指導員 上地美奈子 

勝連一基さん（３４歳） アダナス 

生地作りの計量・分割作業に加

え、成形作業と色々な工程を任

されている一基さんです。集中

力は高く、黙々と取組みつつ

も、時々おちゃらけたりと毎日

楽しそうに活動出来ています 

ね。ドリル学習、プロレス鑑賞

など自分時間も満喫♪これからも楽しい事を沢山見

つけて行きましょう。工賃達成指導員 上地美奈子 
 

砂川直樹さん（５６歳） みやこ学園園芸班  

いつも素敵な笑顔で出勤し、皆

への声かけをしてくれる優しい

直樹さん。仕事も園芸班のメン

バーと楽しそうに取り組んでい

ますね。自分の身体を大切に、

楽しく過ごしていきましょう

ね！  就労支援員 謝敷豊彦 
 

西里美奈子さん（４０歳） みやこ学園園芸班  
最近は自分で仕事を見つけて取

り組む事が多くなりましたね～ 

連絡ノートや鍵を預ける時は声

に出してお願いをしています。

ありがとうございます。天真爛

漫な美奈子さん♪健康に気をつ 

けて 1 年頑張りましょう。  

生活支援員 前泊淳子 
 

平良啓予さん（４３歳） みやこ学園園芸班  

「おはよう～」と元気いっぱい

の挨拶を毎日してくれる啓予さ

ん。その場にいるだけで、雰囲

気が明るくなります。これから

も身体に気をつけながら、明る

い啓予さんで、皆を楽しませて

下さい。就労支援員 謝敷豊彦 
 

添石達士さん（４３歳） みやこ学園園芸班  

いつもクールな達士さん。突然

繰り出される、歌やダンスはベ

リーナイスです。仕事に関して

もコツコツと丁寧にやり遂げる

姿は、見習いたいです。これか

らも、身体には気をつけて、元

気いっぱいの達士さんで頑張っ 

ていきましょう。    就労支援員 謝敷豊彦 

 

盛島愛翔さん（２４歳） みやこ学園室内班 

通所 6 年目を迎え、色んな作業

が出来るようになり、素晴らし

い成長を見せている愛翔さん！

韓国語講座・ドラマの紹介コー

ナーなど、自己表現する場も多

く楽しんでいる姿も見られ嬉し

く感じています。これからも益 

々の活躍を期待しています。職業指導員 新里秀美 

長間里美さん（57歳） みやこ学園室内班 

歳を重ねる毎に、集中力・作業力

がレベルアップし、応援する側も

刺激を頂いています。最近は、動

作法や 3B 体操に積極的に参加

し、体の冷えや姿勢が改善され、

気持ちも和らいできたのが表情か

ら伝わってきます。里美さんのペ 

ースで充実した日中活動が送れるように、サポート

させて頂くので、健康第一で進んでいきましょう！ 

職業指導員 新里秀美 

 

 
 

１０月５日（水） ～三味線～  場所：ジロー教室 
 

１０月１２日（水）～動作法～  場所：腰原公民館 
 

１０月１９日（水）～３B体操～ 場所：腰原公民館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♪生活介護みやこレクリエーション日程♪ 

 

 

 

 

 

 

大山和則さん（35歳） 野菜ランドみやこ  
力仕事から軽作業など、色々な

作業を積極的に取り組んでくれ

て、責任感も少しずつ見られる

ようになり、これまで以上に更

に頼れる存在になってきたと感

じています。また、最近では向

上心も芽生え、新たな目標もで 

き、その目標が達成できるように応援していま

す。           職業指導員 長浜慶 

鳥取から美味しい梨が届きました 

 室内班の作業に集中する 

盛島愛翔さんの写真！ 

 

室内班 支援員 新里秀美 

美味しい梨いただきました 



[ここに入力] 

 

 

 

 

 

 
 

生活介護事業所みやこ サービス管理責任者 西里恵子 

去った８月５日未来創造センター２Ｆギャラリーで催された切り紙細工絵の個展を見学に行きました。作者

の衛藤盛一さんが８０歳節目の記念として「八十歳展」と題しこれまでの作品３０点ほどを展示されていて

私達、生活介護事業所みやこでは余暇活動の一環で、訪れ多くの作品を見ながら、作者の衛藤さんともお話

するなど楽しい時間を過ごしました。この機会をご縁に事業所でも９月２８日（水）に衛藤さんご指導の

下、「おじいちゃんと呼んで下さい、一緒に遊びたいです」と緊張をほぐしながら作業を進め、各自１点の

作品を完成させ感動の喜びを味わいました。ご厚意に感謝申し上げます。  

 

 
 

先日、三味線レク活動時、講師の砂川次郎さん・ 

和子さんご夫妻（ジロー村オーナー）よりレモンの 

差し入れがありました。 

旬の香りに癒され感謝の気持ちをお伝えし、生活 

介護事業所みやこではレモンゼリーを作り美味し 

く頂きました。 

今度は農場見学をしながらレモン狩りをしてみた 

いと密かな楽しみが出来ました。 

実現できれば良いな～この度は本当にありがとう 

ございました。 
 

生活介護事業所みやこ サービス管理責任者 西里恵子 

 

 

 

 
 

 

障害者就業・生活支援センターみやこ 就業支援員 豊見山拓也 

当センター登録者を対象に今年度２回目の学習会を実施しました。「ワークライフ・バランス～しごとやせい

かつをたのしむ～」をテーマにオフィス Jキャリア代表の平良純子氏を講師として招き学習会を行っておりま

す。学習会では、最初に２人１組でキャッチボール。このキャッチボールは、普通のキャッチボールではな

く、優しくボールを投げるのが良い言葉、優しい言葉、逆に相手がとれないような速さでボールを投げたり無

視したりすると、嫌な言葉、きつい言葉といったロールプレイイングを通してコミュニケーションの大切さを

知る内容でしたが、参加者からは、「ボールを無視されると悲しい」、「ちゃんと言葉のボールを受け取ってく

れると嬉しい」、「わかりやすい」との感想がありました。本題では「私マップ」のシートを使って、自分のも

のの考え方の特徴や態度、行動の仕方などについて学びました。マップの真ん中に自分の名前やニックネーム

や「私」を記入し用語集の言葉から真ん中の私とそれぞれの言葉の距離を考えながら置くマップ作りをしまし

たが、真剣な表情でマップを作成される参加者の姿が印象的でしたし、「マップ作りをして自分の特徴がわか

って良かった」と話す参加者もいました。今回の学習会もとても有意義な学習会になりました。 

 

 

 

 

アダナス 管理者 友利聡 

今回、介護労働安定センター「専門家無料相談」を活用させていただき、専門家として「オフィス Jキャ

リア 平良 純子 氏」にご相談させていただきました。 

 日頃の業務の中から、自分自身も課題を感じていた「伝わっているだろうか？」を考えさせられまし

た。利用者の皆さま、職員間でも「自分の言いたいことを相手に理解してもらえているか」「相手の言い

たいことを自分が理解できているだろうか」を常に意識することで、信頼関係もさらに深まり、良い支援

につながることを学びました。「言葉で伝えてそれを絵にする」「ア行で話す」「声無しで話す」など、参

加職員でお互いにコミュニケーションの取り方を見返すゲームを通して、日頃の自分のクセ、改善点に気

づくことができたので、今後も利用者の皆さんとそのご家族と、職員間で、自分の周囲の皆さんと意識し

て「トークを楽しんで」いきます。（この文章は伝わっているだろうか・・・） 

 

 
 

発見！見事なスイカ！ 
この立派なスイカを育てたのは、 

GHサービス管理責任者の、 

高江洲純子さん。GHを利用し 

ている利用者さんに、 

「美味しいスイカを食べて 

もらいたい」との気持ちで、 

作ったそうです。後日、GHの 

皆でおいしく食べました。 
さすがです。高江洲純子さん！ 

あれ？立派なスイカがあるぞ！ 

高江洲純子さん 

 
 

はじめまして。８月２２日付で障害者就業・生活支援センターみやこの支援員と 

して働いています。 

伊良部出身の伊良部
い ら ぶ

照
てる

美
み

といいます。 

このお仕事は、初めてで戸惑いの毎日です。難しいこの業務ですが、皆さんに助 

けて頂き、自分に出来る事をこの業務に活かしたいと思いチャレンジしました。 

よろしくお願いいたします。 

新職員紹介 

 

伊良部照美さん 

在職者交流会学習会 ～しごととせいかつをたのしむ～ 

 

みやこ福祉会職員向け勉強会 
～「トークを楽しもう」 福祉スタッフとしての心構えを考える～ 

 
 

みやこ学園では、けん玉が最近ひそかに流行しているとのこと。 

けん玉王は誰だ？ 

★けん玉王に俺はなる★ 

レモンの差し入れありがとうございます！！ 

切り紙細工絵初挑戦 

 
 
 

職種：グループホーム世話人 
（短時間でもＯＫ） 

勤務時間：シフト制  

給与：当社規定による 

必須条件：普通自動車免許 
 
 

職種：生活支援員 
勤務場所：障害者就業・生活支援センターみやこ 

勤務時間：8：30～17：15  

給与：当社規定による 

必須条件：普通自動車免許 
 

詳しくは電話連絡の上履歴書持参にて面談下さ

い。 

担当者：みやこ学園 與那城 要 

電 話 ７３－７７７０   

ＦＡＸ ７４－２３３８ 

 

～求人広告～ 

砂川さんレモンありがとうございます。 

ズミ！レモン 

平良純子氏 勉強中 

私 

私マップ 


