
 

平成２７年度事業報告書 

(平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日) 

特定非営利活動法人 みやざきママパパ happy 

事業内容 

（１）特定非営利活動に係る事業 

１. 子どもや親自身の生活に関する情報を集約・発信するための活動 

ア フリーペーパー発行事業 vol.32～35 10,000部×4回 

イ 子育て携帯メルマガ発信事業 

 

事業の成果 

 フリーペーパー「ミヤマパ」フルカラー12Pを年 4回各 10,000部発行 

 これまではフリーペーパーの編集長を理事長が兼務していたが、制作部門と営業部門に新たに責任者を設

け、スタッフで完結できるよう組織改革を行っている。読者のニーズを取り入れるため、講座のアンケー

トやプレゼント応募の感想などを参考に掲載内容を検討した。また、配布箇所が少ないという読者からの

ご意見もあったので、次年度も引き続き配布箇所を増やすよう努力する。 

 

事業内容 

２. 会員の自主的な活動の援助・育成 

ア パネルシアター事業 

イ ママ・パパ向けのイベント 

 

事業の成果 

パネルシアター 

※下記参照 

 

ミヤマパミニ講座 inタマホーム宮崎 

実施日 名称 講師名 人数 

4/21（火） 先輩ママと語ろう会 ｾﾙﾌｴｽﾃｻﾛﾝ笑香 山崎カオリ氏 10 名 

4/30（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 17 名 

5/12（火） 先輩ママと語ろう会 魔女の薬堂 谷口知子氏 11 名 

5/28（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 8 名 

6/9（火） 先輩ママと語ろう会 haru-nono 新谷千春氏 6 名 

6/25（木） ミヤマパシアター  ミヤマパスタッフ 12 名 

7/9（木） ベビースキンケア RTA指定ｽｸｰﾙ BABYLIFE 中園真弓氏 11 名 

7/16（木） ミヤマパシアター  ミヤマパスタッフ 11 名 

8/6（木） 英語で遊ぼう ECC ｼﾞｭﾆｱ神宮西教室 丸山洋美氏 23 名 

9/3（木） 親子で触れ合い遊び～ｲﾔｲﾔ期を楽しもう～ はるまな 横田恵三氏 20 名 

9/7（月） からだのみかた～ｹｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ～ 女性健康サポート Re+ 21 名 

9/24（木） ミヤマパシアター  ミヤマパスタッフ 11 名 

11/5（木） ストラップ作り パレットリボン 川﨑朋子氏 6 名 

11/17（火） ミヤマパシアター  ミヤマパスタッフ 25 名 

12/8（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 25 名 



 

12/22（火） フットセラピー ﾘﾊｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｽﾀｼﾞｵｴｰﾙ 井上宏治氏 20 名 

1/14（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 19 名 

1/25（月） 骨盤ストレッチ Yogaとﾋｰﾘﾝｸﾞｻﾛﾝ SAKURA。吉永芳香氏 16 名 

2/4（木） ベビーマッサージ RTA 指定ｽｸｰﾙ Lucca*Mamma 田ノ上志穂氏 20 名 

2/16（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 25 名 

3/8（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 24 名 

3/24（木） マザーズコーチング ﾏｻﾞｰｽﾞｺｰﾁﾝｸﾞｽｸｰﾙ 中西智里氏 22 名 

 

ミヤマパミニ講座 inタマホーム延岡 

実施日 名称 講師名 人数 

4/14（火） ママのお楽しみ会 みやざき産後ケアセンター椎屋翠鈴氏 4 名 

5/12（火） ママのお楽しみ会 みやざき産後ケアセンター椎屋翠鈴氏 13 名 

6/9（火） ママのお楽しみ会 みやざき産後ケアセンター椎屋翠鈴氏 16 名 

7/7（火） ママのお楽しみ会 みやざき産後ケアセンター椎屋翠鈴氏 12 名 

8/4（火） ママのお楽しみ会 みやざき産後ケアセンター椎屋翠鈴氏 6 名 

9/8（火） ママのお楽しみ会 みやざき産後ケアセンター椎屋翠鈴氏 10 名 

11/17（火） ママのお楽しみ会 

～ハーブの楽しみ方～ 

みやざき産後ケアセンター椎屋翠鈴氏 12 名 

12/8（火） ママのお楽しみ会 

～もむだけ石鹸作り～ 

みやざき産後ケアセンター椎屋翠鈴氏 9 名 

1/19（火） ママのお楽しみ会 

親子で楽しむ絵本の読み聞かせ  

みやざき産後ケアセンター椎屋翠鈴氏 10 名 

2/16（火） ママのお楽しみ会 

ママの骨盤ストレッチ 

みやざき産後ケアセンター椎屋翠鈴氏 7 名 

3/8（火） ママのお楽しみ会 

親子で楽しむ絵本の読み聞かせ 

みやざき産後ケアセンター椎屋翠鈴氏 6 名 

 

ミヤマパミニ講座 inタマホーム都城 

実施日 名称 講師名 人数 

4/23（木） 親子でできる、楽しく骨盤体操

＆ストレッチ講座 

ミヤマパスタッフ 4 名 

5/22（木） 親子でできる、楽しく骨盤体操

＆ストレッチ講座 

ミヤマパスタッフ 5 名 

6/12（木） 親子でできる、楽しく骨盤体操

＆ストレッチ講座 

ミヤマパスタッフ 4 名 

7/10（木） 親子 deストレッチ ミヤマパスタッフ 6 名 

8/21（木） 親子 deストレッチ ミヤマパスタッフ 3 名 

9/11（木） 親子 deストレッチ ミヤマパスタッフ 4 名 

11/4（水） ＦＰが教える自分に合った住

宅ローン 

理事 瀬野貴広 2 名 

12/15（火） クリスマスコンサート アンサンブルチェリー 36 名 



 

1/18（月） スピーチレッスン 一般社団法人都城ﾐｭｰｼﾞｶﾙｸﾗﾌﾞ 浅野隆志氏 8 名 

2/15（木） 親子でストレッチ ハートプラス骨盤セラピー 川口香奈子氏 8 名 

3/14（木） ベビーマッサージ ＢＡＢＹＬＩＦＥ 中園真弓氏 14 名 

 今年度は、タマホーム株式会社様の宮崎県内３箇所の展示場で定期的にミニ講座を開催し、昨年度よりも

多くの親子に参加して頂けた。アロマクラフトやストラップ制作など手作り講座より、親子で楽しめたり、

リラックスできたりする講座の方が参加者に喜んでいただけたようだ。 

 ミヤマパスタッフが開催するミヤマパシアターは大変人気で、リピーターが多い。年度初めは２人体制だ

ったが、夏頃から３人体制となった。 

 主催者側の都合ではなく、参加者のニーズに合わせて企画した講座の方がリピーター増となった。アンケ

ートに記入いただいた内容をスタッフで共有し次年度に繋げていきたい。 

 

ミヤマパ交流会 

実施日 場所 参加者 

8/1（土） ソリッドグリーン 市坪理恵・大山泰子・金丸智子・田所絵美・手嶋徳子 

留野直樹・橋本道子・長友宮子・二見志信・幸茜・森由美子 

 事業ごとに担当するスタッフが違うので、スタッフ同士の交流ができるよう交流会を行った。宮崎市外在

住のスタッフも増えてきたので、定期的に交流の場を設け、スタッフ主体の企画や事業が出来るよう回数

を増やしていければと思う。 

 

事業内容 

３. 子育て・親育て・まちづくりなどに関する諸団体・企業との連携、ネットワーク作り 

ア 子育てタクシーコーディネート事業 

イ 町づくりコーディネート事業 

ウ 児童虐待防止ネットワーク事業 

エ 子育てネットワーク事業 

事業の成果 

子育てタクシーコーディネート事業 

 全国子育てタクシー協会が昨年より行っている児童虐待防止運動の一環として、宮崎県庁福祉保健部こど

も政策局こども政策課にご協力いただき、児童虐待防止運動グッズ（メモ帳・ペン）をＭＲ交通様へ届け

た。また、イベント出店依頼や子育てタクシーについての相談を受けるなど、サポートを行った。 

 

子どもを守る地域ネットワーク（児童虐待防止ネットワーク） 

実施日 名称 場所 

6/18（木） 児童虐待防止研修会（総会） みやざき県民協働センター 

KITEN3F 

8/5（水） 虐待を防止するための保護者支援学習会 宮崎市立住吉南小学校 

12/3（木） 虐待を防止するための保護者支援学習会 JA 宮崎中央木花支店 

12/7（月） 虐待を防止するための保護者支援学習会 宮崎地区交流センター 

 子どもを守る地域ネットワーク（児童虐待防止ネットワーク）の総会において、講師として参加している

団体を全て理事・監事に振り分けることになり、当法人は理事として関わることになった。 

 今年度は研修の呼びかけ時期が早かったため、例年以上に研修を希望される団体が増え、講師と補助スタ

ッフを数回担当した。 



 

みやざき子育てネットワーク実行委員会 

実施日 名称 場所 

4/22（水） 第 1回実行委員会 宮崎市民プラザ４階小会議室 

5/20（水） 第 2回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

6/16（火） 第 3回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

7/7（火） 第 4回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

7/25（土） 平成 27年度子育てを考える県民シンポジウム メディキット県民文化センター 

8/11（火） 第 5回実行委員会 清武児童文化センター 

9/10（木） 未来みやざき子育て応援フェスティバル 2015 

出展者説明会・交流会 

県電ホール 

9/29（火） 宮崎県子育て支援団体ネットワーク形成事業 

研修会 

みやざき県民協働センター 

KITEN3F 

10/6（火） 第 6回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

11/3 ひろがれ子育てのわっ！フェスティバル（宮崎日日新聞

社主催） 

宮崎市民プラザ 4階 

11/10（火） 第 7回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

11/14・15

（土・日） 

未来みやざき子育て応援フェスティバル 2015 宮交シティ（紫陽花ホール・アポ

ロの泉・ガリバー広場） 

11/26（水） 宮崎県子育て支援団体ネットワーク形成事業 

講演会 

宮崎市民プラザ 4階大会議室 

12/7（月） 第 8回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

1/12（火） 第 9回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

2/2（火） 宮崎県子育て支援団体ネットワーク形成事業 

子育て支援を語る会＆人気絵本作家サトシンさんに聞く

子育てネットワーク 

宮崎市総合福祉保健センター２階 

研修室 

2/17（水） ワークショップ打ち合わせ 宮崎国際大学 

2/23（火） 第 10 回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

3/18（金） ワークショップ・映画試写会 宮崎県立看護大学 

 今年度の未来みやざき子育て応援フェスティバルでは、説明会・イクボス研修・交流会を行なったり、プ

ログラムをイベント終了後も使用できるような冊子にしたりと参加者にメリットを感じる企画を行った。

また、フリーペーパー「ミヤマパ」の広告主様も多く参加して頂けたので、繋ぐ場にもなった。 

 

平成 27年度地域と市民活動の元気創出活性化事業実行委員会 

実施日 名称 場所 

11/6（金） 第 1回実行委員会 宮崎市民活動センター 

12/4（金） 第 2回実行委員会 宮崎市民活動センター 

1/15（金） 第 3回実行委員会  宮崎市民活動センター 

2/5（金） 第 4回実行委員会  宮崎市民活動センター 

3/13（日） 第 5回実行委員会  宮崎市民活動センター 

3/21（月・祝） 来てみないよ！みんなで輪っしょい！みやざき！ 宮崎市民プラザ 



 

 地域と市民活動の元気創出活性化事業では、実行委員として関わらせていただいたお陰で、子育て支援以

外の団体とも知り合うことが出来た。 

 

特定非営利活動法人マミーズサミット・全国ネット 

実施日 名称 場所 参加者名 

10/25（水） マミーズサミット in東京 おもちゃ美術館 

（東京都） 

二見志信 

 特定非営利活動法人マミーズサミット・全国ネットは、年１回の総会へ参加したこと以外に、みやざき子

育てネットワーク実行委員会が主催した講演会にマミサミ香川の中橋恵美子氏をお招きできたり、マミサ

ミ福岡の濱砂圭子氏が宮崎にいらした際に宮崎県副知事と面会出来たりと宮崎市内でも活動できた。 

 

事業内容 

４.  食育に関する事業 

 

事業の成果 

ミヤマパミニ講座 inマンマ 

実施日 名称 講師名 人数 

4/23（木） 離乳食を知ろう ｷｯﾁﾝｽﾀｼﾞｵ Manma石坂美和子氏 6 名 

5/28（木） かんたん離乳食（取り分け料理） ｷｯﾁﾝｽﾀｼﾞｵ Manma石坂美和子氏 4 名 

6/25（木） かんたんオヤツ ｷｯﾁﾝｽﾀｼﾞｵ Manma石坂美和子氏 7 名 

7/23（木） 絵本に出てくるパンを作ろう ｷｯﾁﾝｽﾀｼﾞｵ Manma石坂美和子氏 8 名 

8/27（木） 絵本に出てくるパンを作ろう ｷｯﾁﾝｽﾀｼﾞｵ Manma石坂美和子氏 21 名 

9/24（木） ベビーズブレインフード ｷｯﾁﾝｽﾀｼﾞｵ Manma石坂美和子氏 

魔女の薬堂 谷口知子氏 

10 名 

10/22（木） ベビーズブレインフード ｷｯﾁﾝｽﾀｼﾞｵ Manma石坂美和子氏 

魔女の薬堂 谷口知子氏 

4 名 

11/26（木） ベビーズブレインフード ｷｯﾁﾝｽﾀｼﾞｵ Manma石坂美和子氏 

魔女の薬堂 谷口知子氏 

6 名 

12/24（木） 親子 deサンタとトナカイのパン作り ｷｯﾁﾝｽﾀｼﾞｵ Manma石坂美和子氏 14 名 

2/25（木） おんぶ deクッキング ｷｯﾁﾝｽﾀｼﾞｵ Manma石坂美和子氏 

NPO だっことおんぶのわみやざき栁田小百合氏  

10 名 

3/24（木） ベビーズブレインフード ｷｯﾁﾝｽﾀｼﾞｵ Manma石坂美和子氏 

魔女の薬堂 谷口知子氏 

10 名 

 今年度のミヤマパミニ講座 in マンマは毎月第４木曜日に開催した。アンケート等で希望があった「離乳

食」だけの講座よりも、「ベビーズブレインフード」など他の要素も組み入れた内容が好評だった。また、

夏休みや冬休みに小学生も参加できる「パン作り」が乳幼児向け講座より参加者が多かった。 

 

食育ティーチャー 

実施日 名称 場所 備考 

7/22（水） みやざきの食と農を考える県民会議

中部地域支部会議 

宮崎県庁 7号館 4階 745号室 中部農林振興局 

地域農政企画課 



 

 今年度、食育事業をメインに活動している NPO法人より紹介があり食育ティーチャーに登録した。既に登

録時点で担当課の年間計画が済んでおり、会議に参加するだけの活動だったが、次年度に活かしたい。 

 

事業内容 

５. その他（委託事業・補助事業） 

ア 宮崎市育児マップ委託事業 

イ 宮崎県子育てコーディネーター活動促進事業 

 

事業の成果 

宮崎市育児マップ事業 

紙媒体：4,500部＜A5 版（A2 三度折り）・コート 90K・両面カラー刷り＞ 

電子媒体：CD-R 1 枚＜PDF データ＞ 

製作期間：契約日（平成 27 年 8月 13日）～平成 27年 12 月 25日 

納品場所：宮崎市健康支援課 

 宮崎市の育児マップ事業は前年度の内容をあまり変えずに制作するという契約だったが、子育て支援団体

や妊娠中の支援を多く載せて欲しいとの要望があり、限られた紙面を充実したものにするために苦労した。 

 

宮崎県子育てコーディネーター活動促進事業 

実施日 名称 場所 参加人数 

10/19（月） ミヤマパＤＡＹ タマホーム宮崎支店 142名 

10/20（火） ミヤマパＤＡＹ タマホーム延岡営業所 46 名 

10/22（木） ミヤマパＤＡＹ タマホーム都城営業所 40 名 

3/7（月） 子育て支援者を繋ぐ交流会 認定こども園光が丘幼稚園

きらきら館２階 

35 名 

 宮崎県の子育てコーディネーター活動促進事業の「ミヤマパＤＡＹ」を県内 3 会場で開催したことにより、

それぞれの地域の認知度が浮き彫りになった。延岡市と都城市での認知度が低いので、イベント告知や出

展者募集など工夫が必要だった。また、「子育て支援者を繋ぐ交流会」は宮崎市子育て支援課、宮崎市保

育会、宮崎幼稚園協会、宮崎市社会福祉協議会、宮崎県助産師会と様々な所にご協力いただき開催するこ

とができ、フリーペーパーの配布箇所増や取材協力等新たな繋がりもできた。次年度にどのように開催で

きるか検討していきたい。 

 

その他講師派遣 

実施日 名称 依頼先 派遣者名 

5/21（木） 先輩ママとお話し会（青少年プラザ） お母さん学校プロジェクト 二見志信 

7/15（水） NPO法人基礎講座（宮崎市民プラザ） 特定非営利活動法人 NPOみや

ざき 

長友宮子 

1/16（土） 養育里親更新研修（みやざき県民協働センター 

KITEN3F） 

里親普及啓発センターみやざ

き（特定非営利活動法人みや

ざき子ども文化センター） 

二見志信 

1/30（土） 里親更新研修（延岡市社会教育センター2階研

修室 6） 

里親普及啓発センターみやざ

き（特定非営利活動法人みや

ざき子ども文化センター） 

二見志信 



 

その他研修 

実施日 名称 場所 参加者名 

6/12（金） 平成 27年度宮崎県子育て支援センター

連絡協議会 

みやざき県民協働センター 

KITEN3F 

二見志信 

7/14・15

（火・水） 

平成 27年度「GCR@SEAN 認定講座」次世

代の子どもへの大人の責任力！ 

宮崎市総合福祉保健センター２階 

研修室 

二見志信 

桑畑利果 

9/24（木） 平成 27年度地域福祉コーディネーター

連絡会議 

宮崎観光ホテル東館 3 階「緋耀」 二見志信 

11/11・12

（水・木） 

地域福祉コーディネーター養成研修（ス

キルアップ編） 

宮崎観光ホテル西館 8 階「ブリリア

ントホール」 

二見志信 

田部由梨 

1/27（水） ゆたかさ指標に係る「宮崎・東諸県地域

県民会議」 

宮崎県庁 7号館 3階 734号室 二見志信 

2/14（日） フォーラム「みやざき『子どもの貧困』

に向き合う」 

宮日会館 二見志信 

 

その他 

実施日 名称 場所 備考 

9/1（火） みやざき子育て支援隊登録  宮崎県こども政策課（未来み

やざき子育て県民運動推進協

議会事務局） 

9/12（土） エンパワメントみやざき法人化記念 

パーティ 

カリタスの園 

竹の寮 

一般社団法人エンパワメント

みやざき 

9/27（日） 認定 NPO 取得記念「こころゆるゆるコン

サート」0歳から 100歳までのコンサー

ト 

メディキット県民

文化センター 

特定非営利活動法人ホームホ

スピス宮崎 

 

委嘱委員 

委員会名 委嘱者名 備考 

宮崎広域連携推進協議会専門部会委員 二見志信 宮崎市企画財政部企画政策課 

宮崎市男女共同参画社会づくり推進審議会委員 二見志信 宮崎市地域コミュニティ課 

 

理事会 

実施日 名称 場所 

5/23（火） 5 月理事会 

第 1回通常総会 

宮崎県男女共同参画センター 

研修室 

6/24（水） 6 月理事会 宮崎市民プラザ 3階 

7/18（土） 7 月理事会 平太酒類販売（祇園） 

1/21（木） 1 月理事会 理事長宅 

2/24（水） 2 月理事会 宮崎市民プラザ 3階 

 


