
ｐ－４                                                                                                 ｐ－１ 

 

 

 

 

 

サービス管理責任者 友利 聡 

９月２９日（水）にパン工房アダナスにて消防避難訓練を行いました。１階パン工房の男子トイレからの火

事を想定。まず、非常ベルを鳴らし、初期消火担当の知念職員が、火事現場に行き初期消火を行ったのち、避

難誘導担当職員が利用者全員を東側駐車場に避難誘導しました。また、歩行器使用での利用者は、男性職員が

背負って避難を行いました。避難後は、メンバー表での利用者チエックを行い、安否の確認をしました。全員

そろったところで、水（模擬）消火器にて、消火訓練を実際行い、職員全員と希望した利用者も消火器を使用

してもらいました。職員、利用者は、消火器を持つことも初めの方がおり、良い経験となりました。訓練は、

全体的に成功でしたが、この訓練を実践することがないよう、日頃の「火の用心」を徹底してまいります。次

回は、２月ごろを予定しています。 

 

 
 

サービス管理責任者 西里恵子 

10/21（木）配達作業を終え、午後から昼食を兼ねて屋台の出店を開き、事業所まつりを楽しみました。長

いコロナ禍で活動自粛や行動の規制があり、マンネリ化した毎日を過ごさざるを得なかったところ、「明日の

活力につなげよう！」と、事業所内で“生活介護事業所みやこまつり”を開催。やきそば、やきとり、ぜん

ざい、かき氷、サラダ・ソーキ汁等のメニューから各々で支給された２００円で食べたい物を買い求め、お

金を払っておつりを貰うなど、現金を使用しながら買い物支援も行いました。手作り輪投げやダーツゲーム

をし、お菓子やお茶の賞品をゲットして頂きながら祭りは終焉。今回はサプライズで庶務課の與那城課長と

静華さんのコンビのあったマジックショータイムが盛り上がり、「だ・い・ず」笑ったおかげで、みんなも元

気モリモリ。和やかな楽しい時間でした。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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アダナス消防避難訓練 
 

生活介護事業所みやこ夏祭り 
 

輪投げ 「ボトルの水が何とジュースに」 

鎮火！よし！ 狙いを定めて！ 確認 OK！ 

「いらっしゃーい」 共同作業！ 「おいしー☆」 

11月 HAPPY BIRTHDAY 
下里啓さん（２７歳）   みやこ学園出向班 

お誕生日おめでとうございま

す。 

いつも作業を真面目にこなす啓

さん。困っている人がいると気

にかけてくれます。作業も説明

１つでお手の物！これから色々

な事にチャレンジして楽しく頑

張っていきましょう。 

    職業指導員 石嶺魁人 
 

浜川悦子さん（６9 歳）   みやこ学園室内班 

お誕生日おめでとうございま

す。際立つ美的センス✨写真の

ポーズも決まっています。 

悦子さんが毎日元気に過ごせる

よう、これからもサポートして

いきますので、目標に向かって

頑張りましょうね！ 

    職業指導員 新里秀美 
 

伊志嶺基さん（６９歳）  みやこ学園室内班 

6 月より出向班から室内班へと移異

動となり生地裁断や比嘉ロードパー

クのトイレ清掃に頑張っています

ね。特にトイレ清掃では、出向班で

培った体力と経験が活かされてい

るのを感じます。責任感もあり、任

された作業に最後まで取り組む姿勢

も流石です。これからも健康第一に

頑張っていきましょう。 

お誕生日おめでとうございます。 職業指導員 新里秀美 

松原幸代さん（4０歳）   みやこ学園園芸班 

肥料の IB を人差し指だけでコロコ

ロする得意技を持つ‼幸代さん。定

植前のポット土の穴あけや苗の移動

運搬も得意な作業になっていますね

～⤴自分の表現方法も大事にしなが

ら、健康に気をつけて頑張っていこ

うね🎵 

幸代～お誕生日おめでとう🎂  
     生活支援員 前泊淳子 

上地清美さん（６２歳）   野菜ランドみやこ 

ハウス作業でパネルやコンテナ洗

いをしてくれている清美さん。収

穫が多い日は洗い物も沢山で、時

には午後まで掛かってとても大変

ですが毎日頑張ってくれています

♪体力を使う作業で、これからは

寒くなってきますので体調管理を 

しながら頑張っていきましょう。               

お誕生日おめでとうございます！  職業支援員 勝連南 

下地美奈子さん（31 歳）  野菜ランドみやこ 

野菜ランドの商品で一番大変な

ミックス野菜の担当ですが、毎

日スピーディーに作業を進めて

くれている美奈子さん☆急な注

文にも即座に対応し、自身の担

当作業が終わると他の方の作業

を手伝ってくれるなど、目配り

気配り上手でとても助かってい 

ます。お誕生日おめでとうございます！  

職業指導員 勝連南 

與那覇直樹さん（40 歳）  みやこ学園出向班 

とにかく体を動かすのが大好きな

直樹さん。休日も家族の畑仕事手

伝いを頑張っています！エイサー

隊の演舞を披露する機会は減りま

したが、練習を楽しんでいます

ね。これからも自慢の体力を活か

してみんなと頑張っていきましょ

う。 

    職業指導員 石垣邦嘉 
 

砂川輝明さん（５０歳）  みやこ学園園芸班 

誕生日おめでとうございます。い

つもみんなを癒してくれる輝明さ

ん。自分のペースを守りながら

も、自分がやりたい作業へ取り組

むなど、新たな一面も見えていま

す。これからも健康には気を付け

て、輝明さんらしく、楽しく元気 

に楽しくがんばっていきましょう。 
    就労支援員 謝敷豊彦 

砂川和寛さん（５８歳）  野菜ランドみやこ 

愛嬌一番で、いつも皆の人気者

‼作業面でも定植から収穫、調

整室での作業をこなすなど、大

好きな家族のために頑張ってい

ます。これからも体に気をつけ

て、かっこいいお父さんでいて

ください。 

誕生日おめでとうございます。  

     職業指導員 長浜 慶 

誕生日おめでとうございます。学園

の作業と家業(畑仕事・牛の世話)を

両立させながら頑張っている和広さ

ん。忙しい中でも元気いっぱいの和

広さんには感心させられ、私が元気

をいただいています。これからも健

康には気をつけて、元気いっぱいの

お話上手な和広さんで楽しませて下

さい。 

    就労支援員 謝敷豊彦 
 

友利和広さん（６１歳）  みやこ学園園芸班 
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相談支援事業所みやこ 石嶺咲希 

秋ですね～、『秋』といえばスポーツの秋❕      ということで、 

体力測定 in みやこ学園を開催しました。身長・体重をはじめ、 

握力・血圧・反復横跳び・長座体前屈・立ち幅跳びと様々な 

種目を行い、楽しみました。少し大きくなった（？）方もい 

れば、キープ出来ている方もいたりとどんな形であれ、知る 

ことが大事ですね。また、定期的に開催できればと思います。 
 
 

ハロウィンの季節ということで学園では、ハロウィンを楽しみました。様々な仮装に身を包み、気分ノリノリで

ポーズを決め、素敵な笑顔を頂きました。仮装フォートご覧あれ！！ 
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11 月 3 日（水）文化の日 

11 月 10日（水）工賃日 

11 月 23 日（火）勤労感謝の日 
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11 月１０日（水）動作法 （会場：ゆいホール２） 
 

１１月１７日（水）３Ｂ体操（会場：ゆいホール２） 
 

１１月２４日（水）日本舞踊（会場：ゆいホール２） 

11 月行事予定 11 月生活介護レクリエーション日程 

施設内体力測定＆ハロウィンフォート 

 
 

宮古島市障がい福祉課様よりマスク（５０枚入：20 箱）をいただきました。 

感染者が徐々に減って少し安堵しておりますが、まだ感染者はでており、 

今後も感染予防には力を入れていかなければならない状況です。マスクは、 

感染予防には必須アイテムなのでとても助かります。 

寄贈に感謝し感染予防に努めていきます！ありがとうございました。 

 

宮古島市障がい福祉課よりマスク寄贈 

 

 

反復横跳び 握力測定 

うまい棒、マヨネーズの寄贈が

ありました。寄贈品はハロウィ

ンの行事の際に、美味しくいた

だきました。ありがとうござい

ます。 

フードバンクんまんま様より 

下里啓さんの保護者様より 

たくさんのお菓子頂きました。 

サプライズのプレゼントに皆さ

ん大喜び！美味しかったです。 

下里様ありがとうございました 

 ～ナカポツ在職者交流会・勉強会～ 

みやこ福祉会の就労支援事業の様子 ～みやこ学園 室内班～ 
 

室内班 職業指導員 新里秀美 

私たち室内班は現在、利用者さん９名、支援員１名の班です。主な作業は、クラフトコースターやむすび織り

マット・マスク・エコバック等の手工芸品作りや、週２回行っている比嘉ロードパークのトイレ清掃になりま

す。また、新しい作業として当法人栽培のメロン出荷時に使用するメロン箱作り・みなさんのお手元に届く

「学園だより」を折る作業にも取り組んでいます。一人ができる作業には限りがありますが、分担して取り組

む事でみんなが誰かの役に立っているという「達成感」を感じていただき、少しずつですが、「やりがいに満ち

ていく姿」が見せられたらいいなと思い、ともにがんばっていきます。      職業指導員 新里 秀美 

室内班作業 

障害者就業・生活支援センターみやこ 豊見山拓也 

障害者就業・生活支援センター（ナカポツ）事業の一環として、当センター登録者を対象に 2 回目の勉強会を

実施しました。6月の 1 回目はコロナの影響でリモートでの開催でしたが、緊急事態宣言も解除され、今回は会

場での開催。オフィス J キャリアの平良純子氏を講師に招き、まずはカードを使用したグループワークでアイス

ブレイク！「社会人としてのビジネスマナー（～社内でのマナーを再確認～）」をテーマに、社会人としてのス

キルアップやビジネスマナーについて学ぶことができ、有意義な勉強会になりました。3 回目の勉強会は、来年

2 月に同平良氏による「ワークライフバランス☆人生を楽しもう☆」をテーマに開催予定です。 

比嘉ロード清掃 

～メロン箱折り中～ 

室内班メンバー集合 

クラフトＢＯＸ むすび織りマット 

クラフト箸置き クラフトコースター クラフト花 

布マスク 
￥1,000 円 ￥400 円 男女用￥400 円 

子ども用￥200 円 

￥100 円 ￥100 円 

室内班商品 

￥250 円 

室内班商品の、ご注文については、ご連絡ください。             

連絡先：みやこ学園 ☎0980-73-7770 

お辞儀トレーニング 未来年表 アイスブレイク 


