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大成功の大運動会！！
アダナス職業指導員 石嶺宏武

10 月 7 日(日)に第 17 回みやこ福祉会大運動会が開催されました。今回は初めての試みとして JTA ド
玉入れ

ーム宮古島で行われ、天候に左右されず、また炎天下の中で競技や待機などをすることなく運動会を楽し

職場対抗リレー

むことが出来ました。
利用者さんとご家族、関係機関の皆さま、親の会、職員のお子さんとその友達から構成されたボランテ
ィア係など、皆さんが一緒になって運動会を盛り上げました。ラジオ体操で体をほぐし、恒例の玉入れ、
また今大会の名場面の一つ、職場対抗リレーでは直径 30cm、高さ 1m の大バトンを抱え激走！会場には
生活介護 障害物ゲーム

アダナス

バラエティリレー

歓声と笑い声が沸き起こっていました。各事業別での競技では障害物ゲームやダンス、大玉転がしなどバ
ラエティに富んだ競技が行われました。
お昼タイムは親の会提供のお弁当で力をつけ、午後のプログラムに入るとエイサー隊が新曲「安里屋ユ
ンタ」を披露、そして夏祭り（8 月の行事でしたが天候不良で中止）で踊ることができなかった盆踊りを
来場者全体を巻き込み大きな輪となって踊りました。練習を重ね楽しみにしていた盆踊りを運動会の場に
披露でき皆さん大満足。最後は長年続けてきた綱引きに変わって、大玉を持ち上げ地面に落とさずにゴー

園芸班 風船割りゲーム

野菜ランド

大玉転がし

ルまで運ぶ「大玉運び」
。これも初めての試みでしたがみんなで協力して上手に運び会場は大盛り上がりと
なりました。今回も怪我なく無事に運動会を終えることが出来ました。協力してくださった皆様に心より
感謝申し上げます。ありがとうございました。

エイサー隊

本永太陽自治会長
なんで？盆踊り

アラベスクで炭坑節♪

伊志嶺博司理事長

市障がい福祉課
石川博幸課長

親の会
添石久子会長

自治会役員
川満勇希さん

☆ボランティアの皆さん、ありがとう☆

Ｕ・Ｓ・ＡでＤａｎｃｉｎｇ♪
大玉運び

生活介護専属ボランティア

☆ボランティアの皆さんに感想を聞きました☆
知花一輝くん（高校 1 年） 道具係
今年も参加できて楽しかったです。中学 1 年から毎年参加
していますが、今回はＪＴＡドームで初めてやって今までと
違うプログラムや涼しい環境で元気なリレーやエイサーな
ど前回より楽しめました。本当に参加できて嬉しいです。あ
りがとうございました。次回も参加したいです。

司会の二人

石嶺＆知念
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～『第 41 回宮古の産業まつり』に出店～
アダナス 職業指導員 上地美奈子
去った 10 月 27 日(土)ＪＴＡドーム宮古島にて開催された『第 41 回宮古の産業まつり』に、今年も出店
伊志嶺基さん（66 歳）
みやこ学園出向班
先輩として、後輩の面倒見も良く楽しい雰
囲気の中、日中活動を行っています。主に、
公共の公園清掃に従事していますが他の班
への協力も惜しまず積極的に取り組んでい
ます。今後は、体調面に気をつけながら、
ゆったりと日々を過ごして行きましょう。
職業指導員 西里勇増

浜川悦子さん（66 歳）
みやこ学園室内班
この１年、体調管理に気をつけて過ごす事がで
きた事、とても嬉しく思います。これからもそ
の調子で無理せず取り組めるよう応援したい
と
と考えているので一緒に頑張っていきましょ
うね
職業指導員 新里秀美

友利和広さん（59 歳）
みやこ学園園芸班
いつも元気いっぱいの和広さん。どんな仕事
でもテキパキこなし、皆の作業状況を見なが
上地清美さん（59 歳）
野菜ランドみやこ
ら声かけや手助けしてくれ助かっています。
仕事を休まず毎日頑張ってくれる健康な女
家の仕事と両立しながらで大変だと思いま
性。野菜の下葉取りに丁寧に取り組み、また
すが、健康には気をつけて頑張っていきまし
廊下の掃除をいつも綺麗にしてくれて助かっ ょう。これからも楽しい話しをいっぱい聞かせて下さい
ています。これからもよろしくお願いします ね。
職業指導員 謝敷豊彦
ね!
職業指導員 根間玄孝
砂川輝明さん（47 歳）
みやこ学園園芸班
園芸班の中で癒し系の輝明さん。最近は自分
砂川和寛さん（55 歳）
野菜ランドみやこ
がやりたいと思った作業へ積極的に取り組
朝、和寛さんの仕事は収穫作業からスタート
むようになっています。これからも健康には
です。同じ城辺の隆二さんとパートナーを組
気を付けて、自分のペースを守りながら頑張
み楽しそうに取り組んでいます。お喋りが大
っていきましょう。 職業指導員 謝敷豊彦
好きでプロ野球からニュースまで皆と楽しく
過ごしています。これからも身体に気をつけ
て頑張ってくださいね！ 職業指導員 根間玄孝
松原幸代さん（37 歳）
みやこ学園園芸班
少しずついろんな作業を手伝う様になりま
與那覇直樹さん（37 歳）
みやこ学園出向班
したね!!言葉遊びが大好きな幸代さん、感受
性のツボも違う（笑）最近は人前で歌を披露
頼まれた作業・清掃、担当した事は他人に任
する事も出来るようになりました。これから
せられない強い責任感を持っています。
もスマイルスマイルで頑張ろう～ ❤
これからもたくましい体で作業もがんばり、
あいらぶゆー❤
生活支援員 前泊淳子
エイサー隊も引っ張って行ってください。
職業指導員 石垣邦嘉
下里啓さん（24 歳）
みやこ学園出向班
ほとんど休まず毎日元気に出勤している
下地美奈子さん（28 歳）
野菜ランドみやこ
啓さんです。主な仕事は、公園清掃を中心に、
何を任せても器用にこなしてくれます。他の
他の班にも協力するなど、いろいろなことを
従業員の面倒もよく見てくれる頼れるお姉さ
行っています。体調管理にも気をつけ、家族
ん的存在です。一般就職めざしてこれからも
と一緒にウォーキングを毎日のように取り
頑張っていきましょう。
組んでいます。これからも明るく楽しい啓さんで皆さん
野菜ランドみやこ所長 恩河清人
を楽しませながら頑張って行きましょう。
職業指導員 西里勇増

行 事 予 定

第 17 回

みやこ福祉会まつり

（参加）しました。ハウスの暑さに負けず丹精込めて育てた園芸班の草花や野菜ランドみやこの新鮮なサラ
ダほうれんそう、愛情込めて作ったバリエーション豊富なアダナス菓子パン、一つ一つ丁寧に創作された室
内班のカラフルなコースターやマット、生活介護みやこのマース入りキーホルダーやアクセサリーなど、利
用者の皆さんがお客様との会話を楽しみながら接客・販売している姿はキラキラと輝いていました。この経
験がまた次へのモチベーションへ繋がっていく事を期待していますよ～!!!
今回みやこ福祉会の商品をお買い上げ頂いた皆様、利用者への優しい対応、応援の言葉かけをして頂い
た皆様、利用者・職員共々“感謝”しております。ありがとうございました。また来年もお会いできるのを楽
しみにしています♪

園芸班

野菜ランドみやこ

アダナス

室内班

生活介護

実習生、頑張っています！
みやこ福祉会では毎年この時期には中学校・高校の職場（就業）体験の受け入れを
しています。今年も平良中学校・久松中学校・北中学校・宮古特別支援学校高等部
など、たくさんの生徒さんがみやこ福祉会で実習をしています。受け入れの間は利用
者さんも先輩として作業手順や方法を教えたり、一緒に交流したりととても楽しそう
です。短い期間ですがみやこ福祉会で見て学んで体験したことを、今後の進路決定で
是非役立てていただきたいと思います。
（写真は北中学校 2 年生の池原伊織君。アダナスで実習しました）

第 3 回ナイスハートバザール in 宮古島

12 月 3 日～9 日は『障害者週間』です！

今年も琉銀プレゼンツナイスハートバザール in 宮古

この期間に開催される「文化作品展」に生活介護事

・ 7 日（水） 生活介護レク活動（動作法）

島にみやこ福祉会も参加します！実は 9 月に開催予

業所みやこが参加し、利用者さんが心をこめて作っ

・ 9 日（金） 工賃支給日

定でしたが天候不良で延期になったイベントです。

た作品を展示します。投票制で良い作品は表彰もさ

抽選会もあります！是非遊びに来てくださいね♬

れます。皆さまの応援、よろしくお願い致します♪

・14 日（水）

生活介護レク活動（３Ｂ体操）

・17 日（土）18 日（日） ナイスハートバザール
・23 日（金）

勤労感謝の日

・28 日（水）

施設内健康診断

平成最後

の みやこ福祉会まつり！
大勢のみなさんの来場をお待ちしています。
日時：12 月 8 日（土）午前 10 時～午後 3 時
場所：みやこ学園・山中農村公園

日時：11 月 17 日（土）・18 日（日）
11～17 時
場所：マックスバリュ宮古南店駐車場

展示：12 月 3 日（月）14 時
～7 日（金）16 時
場所：宮古島市役所 1 階ロビー

