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令

学 園 だ よ り
松川英則さん（62 歳）

みやこ学園

室内班

あまり自分を出さない英則さんですが、
室内班のメンバーとも打ち解け、行事へ
の参加も積極的になり、とても嬉しく思
います。英則さんの長所をアピールでき
るよう応援したいので、これからもよろ
しくお願いします！
職業指導員 新里秀美

久貝美香さん（36 歳）

みやこ学園 園芸班
美香さんの穏やかな表情が皆を癒して
くれています。最近は小さな声ですが、
お話沢山してくれますね 作業もとて
も丁寧です。これからも美香さんのペー
スで頑張ろう～ 生活支援員 前泊淳子

来間歩美さん（34 歳）

野菜ランドみやこ

家族の協力を得て始めた１人暮らし。料
理、買い物、掃除、その他諸々に戸惑い
ながら奮闘し、全てに於いてチャレンジ
しているそうです。時々、母親の差入れ
の手料理もありますね♪これからも自
分のペースで楽しく生活しながら野菜
ランドの仕事も頑張っていきましましょうね！
職業指導員 根間玄孝

大城勝彦さん（４０歳）

みやこ学園 出向班

勝彦さん、誕生日おめでとうございます。
何事にも挑戦し続ける勝彦さん、力仕事な
らお手のもの！体力を活かしてこれから
も頑張っていきましょう。
職業指導員 石垣邦嘉

古謝奈保子さん（36 歳）

アダナス

ラベル貼り、窓拭き、洗濯物干し、テーブル
拭き、ゴミ出しなどを毎日頑張っている奈保
子さん、これはアップルパイを食べるため、
モスバーガーでランチを楽しむため、
TUTAYA でマンガを買うため、そして何
といってもオルガの嫁になるため（内緒です…）目標に
向かって一直線！毎日楽しそうで羨ましい
工賃達成指導員 上地美奈子

田中美幸さん（31 歳）

生活介護事業所みやこ

運動会でも生活介護の皆さんを盛り上げ
元気いっぱいの美幸さん。文化作品展で
は結び織りが最優秀賞と素晴らしい成果
もありとても良かったです。今年もその
調子で楽しんで頑張ってくださいネ！！
生活支援員 濱川尚美

砂川英之さん（28 歳）

みやこ学園

出向班

石嶺雄人さん （28 歳）

アダナス
英之さん、誕生日おめでとうございます。
計量・分割・成形・掃除と何もかも安心
毎日小さなゴミが気になる綺麗好きな英
して任せる事が出来る心強い存在の雄人
之さん！？力仕事ならお手のもの！これ
さん。他のみんなへの気配りが出来る優
からも健康で元気に頑張りましょう。
しさ、ツッコミも入れてくれる面白さ、
職業指導員 石垣邦嘉
色々な雄人さんが見れて嬉しいです。い
みやこ学園 出向班
つもありがとう＆これからも頼りにして 本村直大さん（2７歳）
休むことなく出勤し元気な挨拶もしてく
います。 工賃達成指導員 上地美奈子
れる直大さん、清掃・除草作業でも丁寧に
細かいところまで頑張ってくれます。照れ
屋さんな一面もありますが班を和ませて
感染症に要注意！！
くれるステキな笑顔を忘れずに、これから
も何事にもチャレンジしていきましょうね！
インフルエンザなど感染症が猛威をふるう季節
職業指導員 神里忠
です。事前に「予防接種」を受け、こまめな
「手洗い・うがい」を心掛け、怪しいと思った
ら「マスク」で予防！また、感染してしまった
らインフルエンザの場合熱が下がってからも
48 時間は体内にウィルスが残り、他者へ感染
してしまいます。熱が下がったからと言って外
出せず、しっかり自宅療養し、互いの健康を守
りましょう♪
＊インフルエンザは発熱後 12 時間経過しない
と診断できないこともあります。受診のタイミ
ングも重要です！

行 事 予 定
・１０日（金）工賃支給日
・１３日（月）成人の日で休園
・１４日（火）生活介護レク（動作法）
午後 1 時半～2 時半 ゆいホールⅡ
・１５日（水）成人祝賀会
・２２日（水）生活介護レク活動（３Ｂ）
午後 1 時半～2 時半 働く女性の家
・２９日（水）施設内健康診断
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み や こ 学 園
社会福祉法人 みやこ福祉会

新年のごあいさつ
社会福祉法人みやこ福祉会

理事長

伊志嶺博司

新年あけましておめでとうございます。新築移転したパン工房アダナスやレストラン太平山の知
名度も徐々にあがり、パンの売上げアップやレストラン太平山の利用増につながっております。地産
地消で取り組んでいる野菜ランドみやこが生産した葉野菜やトマトランドのミニトマトを食材とし
てふんだんに使い地域の皆様方に、みやこ福祉会の事業所紹介にも活用しています。これも偏に関係
する皆様方のお陰であると心から感謝致します。みやこ福祉会は、今後も保護者を初め関係機関と連
携し、障害者の処遇の改善に取り組んでいく所存です。これまでも障害者の方達が地域に必要とする
活動拠点の事業所などを展開して参りました。今後も地域に必要な社会資源の整備を行っていきた
いと考えています。今後とも親の会や理事・評議委員を始め役職員一同、障害者やその親にとって
「ここで生まれて良かった」
「この地域に産んで良かった」と双方が思える地域社会を構築できるよ
うに皆様と共に邁進して行きたいと思います。
今年も皆様方にとって健康で素晴らしい年になる事を心から祈願申しあげ、新年のご挨拶とさせ
ていただきます。
Photo by H.Ishimine 「山中の夜明け」
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盛り上がりました！大・忘・年・会！！
生活支援員兼事務員 宮城美奈子
12 月 21 日（土）毎年恒例「みやこ福祉会大忘年会」を開催しました。１
年間の総まとめ、自分へのご褒美、豪華で美味しい料理と楽しい時間を心待ちにしているスペシャルな 1 日。
新元号らしく平均年齢 22 歳の若手メンバーによる「パプリカ」ダンス（写真左上）を皮切りに、各班・事業
所による余興は、練習時間が少なかったにもかかわらず息ぴったり！他にも園芸班の西村佳也さんによる「な
ぞかけ」や職員の「幼少期の写真クイズ」など大いに盛り上がりました！また、今年は皆勤者が 21 名もいら
して親の会の添石会長より表彰状と記念品を受け取り、今年を振り返りつつ「来年も頑張るぞー！」と笑顔満
開でした。ご多忙中多くの保護者・関係者の方々にご列席いただき、盛り上げてくださりありがとうございま
した。2020 年！令和 2 年に向けて利用者、職員の結束が強まった楽しい楽しい忘年会でした。来年も良い
事が充実できる一年になりそうです。

知念班・トマト班・
室内班
松川評議員

障害者就業・生活支援センターみやこ 豊見山拓也
12 月 7 日（土）第 18 回みやこ福祉会まつりが行われました。当日はあい
にくの雨ではありましたが、たくさんのお客様にお越し頂き、午前中で野菜ランドの野菜が売
↓エイサー
り切れ、午後にはアダナスのパンも完売。各班の販売や
ソーラン節→
体験コーナーも大いに盛り上がりました。悪天候の寒い
フラダンス↘
なかお越しいただいた方々、開催にむけてご協力いただい
た関係者の皆さま、本当にありがとうございました。
みやこ福祉会の利用者も職員も、みんなが楽しい一日と ↑アダナス ↓園芸班
←野菜ランドみやこ
なりました！
↓室内班

↑相談みやこ
なかぽつ↗

なかぽつ

本永副会長

野菜ランドみやこ

石垣班・神里班

アダナス・太平山

園芸班

皆勤賞表彰

祝！還暦

自治会代表
平良寛治さん

添石会長

「障害者ワークフェア 2019」＆「全国アビリンピックあいち技能五輪」
相談支援事業所みやこ 下地静華
11 月 16 日愛知県で行われた「障害者ワークフェア 2019」と「第
39 回全国アビリンピックあいち技能五輪」に参加・観覧して参りまし
た。ワークフェアでは埼玉福興さん・ウィズユーさんと共にブースを設け、みやこ福
祉会及び野菜ランドみやこの紹介をしました。足を止めてくださる方と意見交換をし
たり、各ブースを回り商品や企業の説明を聞いたり、知らない世界に沢山触れて大変
勉強になりました。参加企業や施設からはエネルギーや独自の信念がひしひしと伝わ
り「負けてられない！！」と感じました。一方でみやこ福祉会の良さも感じられ、
メインで紹介した野菜ランドみやこで働く皆さんへは特に、暑いハウスや寒い冷房
施設の中で毎日一生懸命働く姿を誇りに思いました！ありがとうございます！！
この経験を今後の業務に活かし、また皆さんと共に頑張っていきたいと思います。
貴重な機会をありがとうございました。

出
向
班

無料コーナー
む

ら

沖縄総合事務局「ディスカバー農山漁村の宝」優良企業として選定されました！
庶務課長 與那城要
む

生活介護事業所
みやこ

親の会会長と自治会長

第１８回みやこ福祉会まつり

ら

ディスカバー農山漁村の宝は「強い農林水産業」「美しく活力
ある農山漁村」の実現のため伝統の継承、幅広い分野・地域と
の連携による農林水産業や村の再生化、新たな需要に即した農
林水産業の実現など農山漁村の活性化に向け取組んでいる団体
及び個人を表彰しその活動を発信していくことで他地域への活
性化に繋げていくものとなっています。当法人は野菜ランドみ
やこ、トマトランドみやこ、アダナスの活動を中心とした活動
である、農業と福祉の連携部分を評価されての選定となりまし
た。これを励みに今後も障害者が活躍できる環境整備また支援に
取組んでいきたいと考えます。内容につきましてはの沖縄総合
事務局農林水産部の URL よりごらんください。
（右）

http://www.ogb.go.jp/nousui

～ 障害者週間 文化作品展で快挙 ～
生活介護事業所みやこサービス管理責任者 西里恵子
１２月３日～９日の障害者週間にちなみ、障がい者の福祉について広く関心と理解を深めるとともに障害
者が社会・経済・文化、その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的とし、宮古島
市障がい福祉課より「バリアフリー」をテーマに利用者さんの作品１２点を手芸部門に応募しました。市民の
皆様の投票により手芸部門作品数２９点の中から見事、最優秀賞に田中美幸さんの作品、結び織り「りんごち
ゃん」、優秀賞に友利洋子さんの「バック」２点が受賞！入賞を知った美幸さんは『穴を掘って思いっきり「や
った～」と叫びたい！頑張って良かった』
、洋子さんも『昨年も優秀賞もらったけどまたもらえてうれしい！』
と素直に喜ばれています。日中活動の取り組みの中でこのような快挙を授かり利用者・保護者・職員共々、達
成感に浸っております。宮古島市役所での表彰式では受賞者２名と参加し賞状を頂いてきました。作品展を企
画して下さった宮古島市障がい福祉課そして関係者の皆様ありがとうございました。

★感謝★クリスマスの贈り物★

表彰式

マックスバリュ宮古南店様（左）
、宮古ガス様（中）、神里裕夫様（右）より、今年もクリスマスケーキなどた
くさんの贈り物が届きました★利用者・職員みんなでおいしく頂きました。いつもありがとうございます☆

投票の様子
↖アダナス
←生活介護事業所みやこ

