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学 園 だ よ り 

慶応義塾大学ＳＦＣ玉村研究会実践成果発表会を終えて 

職業指導員兼事務員  狩俣 宏乃 

今年も慶應義塾大学玉村研究会のメンバーが来島し、みやこ福祉会の課題について実践研究を行い、各

課題についての提案を行っていただきました。今回で７回目を迎えるこの実践研究ですが今回も多彩な感

性と、地道な調査を活かしながら、みやこ福祉会の活性化に繋げるような提案をしていただきました。 

1 グループは生活介護事業所みやこ＆みやこ学園室内班が授産活動している商品をよりよくする課題に

取組み、「お気持ちカード」や「シェルキャンドル」など新しい取組みを行い作り手と購買者のコミュニケ

ーションを深める工夫を、2 グループではみやこ福祉会の未来予想図という大きなテーマの中、これから

の福祉ニーズや地域にどう役立てるか行政や保護者のご意見を伺い、レストラン太平山をみんなが集まる

コミュニティとして、また様々な情報発信の場としての活用もあると提案していただきました。３グルー

プは更なるレストランの周知度やブランド力を高めるための新メニューの考案を行い「つなぎパン」＝【人

と人とが繋がるパン】（中身がランダムで食べる楽しみがある）や、お子様連れお母様方に配慮して「片手

で楽しめる料理」＝【ころころシリーズ】など、太平山を人と人とが気軽に繋がる「つながりのターミナ

ル」と名付け、コミュニケーションの場を料理を通して地域の方々に提供していきたいと提案していただ

きました。 

どの班の提案も人と人との関わりを重要視しており、今後の当法人の活動にとてもよい気付きをいただ

き充実した研究成果発表会となりました。SFC玉村研究会のメンバーの取組みやそれにご協力いただいた

地域の方々、皆様のご協力で出来上がった成果発表会、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうご

ざいました。 

      

       

障害者雇用優良事業所として表彰受ける 
 理事長 伊志嶺博司 

９月 14 日障害者雇用支援月間にあわせた 2018 年度沖縄県障害者雇用優良事業所等の表彰式が浦添市

てだこホールで行われました。宮古関係では当法人みやこ福祉会が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用

支援機構理事長努力賞を頂きました。この賞は８年前に開所した野菜ランドみやこの取り組みとして、最

低賃金を守った給与体系で１９名の障害者の雇用を継続していることが評価されたと思います。これから

も宮古島に於いて障害者の方たちの雇用の場を提供して行きたい。又、模範的職業人の長期勤続者として

崎山朝和さん（マックスバリュー宮古西里店）が優秀勤労障害者として表彰を受けました。崎山さんはみ

やこ福祉会の利用者としての就職者第１号であります。感想はとの問いに「受賞は嬉しい。仕事は楽しく

てもう１５年もたつのかという気持ち。この賞を通して宮古でも障害者への理解が深まり、後輩たちの刺

激になれば嬉しい」との事でした。この賞のもう一人は宮国秀昭さん（宮の華酒造）。ポスター原画（小学

生の部）で平良出身の垣花瑛蓮さん（現在は県立沖縄ろう学校４年生）の「警察官になりたい私」が同機

構理事長奨励賞を受賞しました。            （写真右下）宮古関係受賞者で記念撮影 
 

優秀勤労障害者表彰受賞！ 
障害者就業・生活支援センターみやこ 所長 神里裕丈 

9 月は障害者雇用支援月間となっており、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から「障害があ

りながらも模範的な職業人として長期に勤続されている優秀勤労障害者の努力と功績をたたえて表彰する」

として毎年表彰式が行われております。 

 宮古島市から 2名の「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長努力賞」の表彰者がありま

した。 ・崎山朝和さん イオン琉球株式会社 マックスバリュ宮古西里店勤務 15年目 

・宮国秀昭さん 株式会社宮の華勤務 13年目  

お二人とも表彰のお話しがあった時には、驚きと戸惑いの表情をされていましたが、会場では堂々と表彰状

を受け取り、取材も受け、また新たな成長を見ることができました。 

 これからも勤続年数を積み重ねられるよう、事業所の皆様のご指導、ご協力を賜り、我々もサポートさせ

ていただければと思います。 

    
表彰を受ける崎山朝和さん ／ 取材を受ける宮国秀昭さん／伊志嶺理事長・垣花さん・宮国さん 

宮国さんのお父様・崎山さん 

JＩCA 研修生みやこ福祉会の各事業所視察 
理事長 伊志嶺博司 

 ９月１２日NPO法人エンパワメント沖縄（高嶺豊理事長）が、 

みやこ福祉会の各事業所を視察研修のため来島しました。エンパワ 

メント沖縄は JＩCA 沖縄から海外の研修生受け入れを受託し、イ 

ラクやタイ・モンゴルなど１０か国から１１名が参加しました。 

今回のテーマは「地域に根ざしたインクルーシブアプローチによる 

障がい者の社会参加と生計」です。みやこ福祉会の各事業所を視察 

した感想としては、野菜ランドみやこの取り組みに関心を寄せ最低 

賃金を保障した給与体系や葉野菜の収穫を計画的に行い地産地消と 

して島内のスーパーやホテル・レストランなどに出荷している点に 

感心していました。６月にオープンしたパン工房やレストランも視察し地域に根差した取り組みを評価して

くれました。高嶺理事長は視察後、研修生はこの視察を通しそれぞれの国に帰って障がい者の自立と社会参

加の担い手として頑張って下さいと期待を込め激励のエールを送りました。研修生は自国では責任ある役職

に就いている方達で各事業所の視察も真剣で疑問点など質問していました。みやこ福祉会の各事業所を視察

されたことで各国に帰ってから少しでも参考になれば幸いです。 

 

写真左から：太平山のスタッフ紹介ポスター・ころころシリーズのおにぎり・ 

つなぎパンの試食・お気持ちカードとシェルキャンドル 

発表会後の懇親会にて、学生さんと職員が一緒にダンス♪      玉村教授 
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座喜味敬子さん（62歳）   生活介護事業所みやこ 

明るく前向き、いつも穏やかでがんばり屋さん♪

週に一度の利用をとても楽しみに来てくれます。

音楽が大好きで特にスマップを語らせたらとま

らないという意外な一面も魅力的です。頑張り過

ぎて無理しないよう、これからも楽しくすごして

いきましょう♪     生活支援員 西尾尚美 

長間里美さん（53歳）      みやこ学園室内班 

苦手な作業も前向きに挑戦し、自ら考え工夫して

取り組む姿勢はさすがです！集中しすぎて休憩

しなかったり一人で抱え込んでしまう面が心配

です。無理は禁物、ＯＮとＯＦＦを切り替えて楽

しく取り組んでいきましょうね。 

職業指導員 新里秀美 

 

 

3（水）生活介護レク活動 動作法 

7（日）第 17 回みやこ福祉会大運動会 

8（月）体育の日 

10（水）工賃支給日 生活介護レク活動３Ｂ体操 

27（土）～28 日（日） 産業まつり出店 

31（水）施設内健康診断 

行 事 予 定 

第 10 回愛音楽（アネラ）音楽祭～ 沖縄発障がい者社会参加ゆいまーる音楽祭 ～ 

障害者就業・生活支援センターみやこ 所長 神里裕丈 

 毎年沖縄本島で夏と冬に行われるアネラ音楽祭、「障がい等があっても音楽の力で自分も楽しみ、みんな

と楽しむ、感動を届ける」（略）という趣旨で開催されており、今回は第 10 回という節目でもあり発起人

のケンさん（NPO 法人サポートセンターケントミ 理事長 我如古盛健氏）の初回からの想いより宮古島開

催を実現していただきました。 

夏の大会は「いかに観客を感動させられたか！」が最高賞の大会になっていることもあり、出演者の皆さ

んも精一杯舞台を楽しみ、感動の渦に巻かれていたと感じました。 

宮古島大会の開催にあたりみやこ福祉会も調整役として協力させていただきました。各出演団体のほか、

アトラクション出演をしていただいた宮古高校 1 年 5 組の合唱、あさひっこ保育園児の獅子舞も会場を感

動に包んでくれました。また、ライオンズクラブの皆様、宮古実業高校の皆様に会場設営や運営のボランテ

ィア協力をいただいたおかげで開催・運営もスムーズに進行できました。本当にありがとうございました。 

来場者も多数あり、会場は老若男女、障がいの有無に関わらずみんなが集い、趣旨のとおり、みんなが楽

しめたイベントだったと思います。宮古島で開催していただいたケンさんをはじめ、ご協力、ご参加、ご来

場いただいた皆様、感動と笑顔と励ましをいただきまして、本当にありがとうございました。 

みやこ学園園芸班 生活支援員 前泊淳子 

初の宮古島開催ということでみやこ福祉会からエイサー隊が安里屋ユンタ、Smiley-Flowers みやこがヤ

ングマンの歌とダンスを披露し大きく盛り上がりました。また、他の出演者の演目を観て楽しむ機会にもな

り、とても充実した音楽会でした。 

 

       

三施設交流会を終えて 
みやこ学園園芸班 生活支援員 前泊淳子 

去る 9 月 12日(水)に、あけぼの学園・ふれあいの里・みや

こ福祉会三施設による交流会がＪＴＡドーム宮古島にて開催

されました。開会式冒頭では伊志嶺実行委員会長よりＪＩＣ

Ａ（国際協力機構）の皆さんの紹介もあり、利用者さんと触れ

合う機会も設けられました。室内での初めての開催であり天

候に左右されることもなく一日を過ごせたことを嬉しく思い

ます。三施設の職員の皆さんたくさんのご協力ありがとうご

ざいました。お疲れ様でした。 

    

   

砂川直樹さん（52歳）     みやこ学園園芸班 

運動やイベントが大好きな直樹さん。楽しみ

を見つけつつ自分のペースを守りながら作業

も一生懸命取り組んでいますね。また他のメ

ンバーへの気遣いも素晴らしいです。これか

らも体に気をつけて、無理はせず、楽しく過

ごしていきましょう。 職業指導員 謝敷豊彦 

 

添石達士さん（39歳）       みやこ学園園芸班 

定植から肥料配布、土入れなど色々な作業を細か

く丁寧にこなせる達士さん。時間をみつけてはダ

ンスをするなど楽しそうに過ごしていますね。こ

れからも歌やダンスで皆を盛り上げながら楽し

く作業に取り組み色々な事にチャレンジしてい

きましょう。      職業指導員 謝敷豊彦 

平良啓予さん（39歳）     みやこ学園園芸班 

運搬作業をさせたら☆ピカ 1☆の啓予さん。最

近は、自分からも色んな作業を見つけながら

取り組む事も出来てきています。作業以外で

も、ダンスやエイサーも一生懸命頑張ってい

ます。これからも、ムードメーカー☆啓予☆で

皆を楽しませながら、作業も頑張っていきま

しょう。      職業指導員 謝敷豊彦 本永太陽さん（37歳）      レストラン太平山 

     太陽さんはとても知り合いが多いことがわかり

ます。レストランでは多くのお客様から声がかか

ります。うらやましいぐらい！しかも力持ち！台

風対策は任せて安心です。頼りになる 37 歳お誕

生おめでとうございます。職業指導員 黒澤由香 

西里美奈子さん（36歳）    みやこ学園園芸班 

作業への拘りも少なくなり、最後まで頑張

ることができるようになっていますね。見

た目より力も強く最近は運搬の作業もお

手伝いしてくれるようになりました。いろ

んな作業ができるように一緒に頑張って

いこうね。美奈子♪お誕生日おめでとう。 

生活支援員 前泊淳子 

 

川満洋行さん（35歳）      トマトランドみやこ 

トマト班での作業もだいぶ覚えることができてい

る様子で頼りにしています。今後の課題としてさ

らなる作業のレベルアップと体調面での改善をし

ていくとさらに男前アップですね!お互いにがんば

りましょう。       職業指導員 知念聡 

大山和則さん（31歳）     野菜ランドみやこ 

いつも丁寧に仕事に取り組み植えつけの

準備・タンクの清掃と様々な作業で助かっ

ています。プライベートでも新聞やスマホ

など興味あるニュースに関心を持ってい

ますね。これからも仕事とプライベート両

立させて楽しく充実した日々を過ごして

きましょう。   職業指導員 根間玄孝 

勝連一基さん（30歳）           アダナス 

成形班の中心として周りのメンバーを引っ張っ

てくれる頼もしい存在の一基さん。ほうれんそ

う（報・連・相）も大きな声でしっかり言えるよ

うになり、現在成長真っ只中。髭剃りを毎日して

くれると更にイケメンになるだろうな～・・・と

期待しています。めげずに頑張っていこうね。 

職業指導員 上地美奈子 

 

盛島愛翔さん（20歳）    みやこ学園室内班 

愛翔さんは細かくて地道な作業が多いで

すが、あなたはなくてはならない存在！

縁の下の力持ち！若き室内班のホープ！

です。これからもその高い集中力を活か

し、いろんな作業に挑戦して欲しいと思

います。また、魅力ある大人の女性として

の成長も楽しみにしています。 

職業指導員 新里秀美 

仲里美弥さん（42歳）   生活介護事業所みやこ 

ビーズが大好きで休憩時間も休まずにストラ

ップなどを作っています。美弥さんの繊細か

つ大胆なセンスには驚くと同時に感動☆真似

の出来ない芸術家です。これからもチャーミ

ングな笑顔で周りを魅了しながら楽しく元気

にがんばりましょう。 生活支援員 西尾尚美 

レストラン太平山からのお知らせ 

 

エイサー隊        Smiley-Flowersみやこ   マハロ賞を頂きました 

エンパワメント沖縄 

高嶺豊理事長 

（ＪＩＣＡ受入れ） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


