
 

平成２８年度事業報告書 

(平成２８年４月１日から平成２９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.36～39 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 

 フリぺ会議を８回開催した。 

 １年をかけてフリぺ編集部の組織改革を行い、次年度からは理事長兼任から専任の編集長に移行する体制

を整えた。制作部門も長年支えてくれたデザイナーから新任デザイナーとなったが、新しい体制で毎号発

行できたことが大きな成果と捉える。 

 配布箇所が少ないという読者からの問い合わせには配布ボランティアスタッフを増やして対応している。 

 

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 

4/12（火） 理想の家づくり座談会 タマホーム様 10 名 

4/26（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 23 名 

5/10（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 15 名 

5/24（火） 歯磨きリトミック かまた歯科・かまたキッズデンタルパーク 

鎌田秀一氏 

27 名 

6/7（火） 教育資金づくり 理事 瀬野貴広 10 名 

6/21（火） ミヤマパシアター  ミヤマパスタッフ 27 名 

7/12（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 19 名 

7/19（木） 親子でリトミック  香川直美氏 22 名 

8/2（火） 親子でバリダンス バリ舞踊 Bianglalah 橋本道子氏 8 名 

8/16（火） 英語であそぼう ECC ｼﾞｭﾆｱ池内教室 井野真理子氏 20 名 

9/6（火） ベビーマッサージ RTA指定スクール LuccaMamma 田ノ上志穂氏 22 名 

9/27（火） ミヤマパシアター  ミヤマパスタッフ 28 名 

10/25（火） ミヤマパシアター  ミヤマパスタッフ 11 名 



 

11/8（火） 子育てママのファッション講座 YDK for claret 田上里加子氏 6 名 

11/22（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 15 名 

12/6（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 15 名 

12/20(火) 家づくり座談会 タマホーム様 3 名 

1/17（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 29 名 

1/25（水） 教育資金の準備 理事 瀬野貴広 3 名 

2/9（木） 足育 みやざき足育センター 成田あす香氏 22 名 

2/21（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 22 名 

3/9（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 30 名 

3/16（木） メイクアップ講座 ｲﾝﾅｰﾋﾞｭｰﾃｨｰﾌｰﾄﾞ･ｲﾝﾅｰﾋﾞｭｰﾃｨｰﾒｲｸｽﾀｲﾘｽﾄ 

金屋京子氏 

16 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 

5/23（火） ベビーマッサージ ベビーマッサージ教室 toiro  志賀亜希子氏 11 名 

6/14（火） マザーズコーチング 子育て支援団体「おひさま」 西山初美氏 13 名 

7/15（金） 遊びのワークショップ 木のおもちゃどんぐりの森 大坪こず恵氏 13 名 

8/19（金） インナービューティー ｲﾝﾅｰﾋﾞｭｰﾃｨｰﾌｰﾄﾞ･ｲﾝﾅｰﾋﾞｭｰﾃｨｰﾒｲｸｽﾀｲﾘｽﾄ 

金屋京子氏 

9 名 

9/9（金） わらべうたベビーマッサージ わらべうたベビーマッサージ教室 nicconico 

野﨑久美子氏 

14 名 

10/21（金） 家づくり座談会 タマホーム 3 名 

11/18（金） ベビーマッサージ＆手形アート RTA指定スクール LuccaMamma 田ノ上志穂氏 14 名 

12/16（金） ママの為の防災講座 理事 黒木淳子 4 名 

1/11(水) 家づくり座談会 タマホーム様 4 名 

2/22（火） ベビーマッサージ ベビーマッサージ教室 toiro  志賀亜希子氏 7 名 

3/22（水） ひめトレ わらべうたベビーマッサージ教室 nicconico 

野﨑久美子氏 

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 

5/17（火） 教育資金づくり 理事 瀬野貴広 13 名 

6/8（木） あなたの声かけ大丈夫 

お母さんの為のコーチング 

ソニー生命保険株式会社宮崎支社 後田俊之氏 10 名 

7/11（月） えほん deごはん えほん deごはん 今井由里佳氏 37 名 

8/9（火） ポーセラーツ ポーセラーツサロンあとりえラナンキュラス 

藤田智保氏 

10 名 

9/12（月） ハローウィンパーティー えほん deごはん 福田美千恵氏 20 名 

10/18（木） 家づくり座談会 タマホーム様 5 名 

11/15（水） ベビーマッサージ BABYLIFE 中園真弓氏 7 名 

12/15（木） ママの為の防災講座 理事 黒木淳子 4 名 



 

1/20（金） 教育資金の準備 理事 瀬野貴広 6 名 

2/17（金） フットケア 森田やすよ氏 5 名 

3/17（木） バリダンス 橋本道子氏 3 名 

 ミヤマパシアターは子育て支援拠点のように、年度初めは幼稚園や保育園等に入園したり、お引越しなど

で参加数が減るが、だんだんと新しい親子が遊びに来るようになり、定期的に通うことでお友達作りにも

役立てているようだ。次年度も継続して開催したい。 

 延岡市と都城市での当法人の認知度が低く、現地の講師やスタッフからの声掛けがないと集客が難しい。 

 

ミヤマパ交流会 

実施日 場所 参加者 

7/2（土） おうちごはん人と喜－ひとと

き－ 

安達美紀・西山初美・谷口祐介・瀬野貴広・松浦英才・杉尾恭

子・森田希美・黒木淳子・金丸智子・市坪理恵・二見志信・平

貞千枝 

 

ミヤマパスタッフミーティング 

実施日 場所 参加者 

2/24（金） 宮崎県男女共同参画センター 安達美紀・大山泰子・瀬野貴広・黒木淳子・金丸智子・二見志

信・坂元真里・吉永芳香・横田光代 

3/25（土） 宮崎県男女共同参画センター 安達美紀・瀬野貴広・黒木淳子・金丸智子・二見志信・坂元真

里・桑畑利果 

 今年度は交流会とミーティングを行い、スタッフからの要望や提案を直接聞ける場を設けた。次年度はス

タッフからの意見を基に人材育成研修として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 まち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 

 フリーペーパー「ミヤマパ」への広告掲載とサポートを行った。 

 

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 

5/12（木） 虐待を防止するための保護者支援学習会 平和ヶ丘幼稚園（宮崎市） 

6/19（日） 虐待を防止するための保護者支援学習会 平成幼稚園（川南町） 

8/31（水） 虐待を防止するための保護者支援学習会 わかくさ保育園（延岡市） 

3/1（水） 門川町要保護児童対策地域協議会の支援者研修会 門川町役場 

 今年度も講師として研修を担当させていただき、理事としての役割を担えた。また、他の講師の補助とし

て参加することで、自分の学びにもなった。 

 



 

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 

4/19（火） 第 1回実行委員会 宮崎市民プラザ４階 

5/17（火） 第 2回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

6/21（火） 第 3回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

7/12（火） 第 4回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

9/6（火） 未来みやざき子育て応援フェスティバル 2016 

出展者説明会・交流会 

宮交シティ 

9/20（火） 第 5回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

10/10（月・

祝） 

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 

10/18（火） 第 6回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

11/15（火） 第 7回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

11/19・20

（土・日） 

未来みやざき子育て応援フェスティバル 2016 宮交シティ（紫陽花ホール・アポ

ロの泉・ガリバー広場） 

12/13（火） 第 8回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

1/10（火） 第 9回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

2/7（火） 宮崎県子育て支援ネットワーク形成・資質向上事業 

第 2回子育て支援を語る会 

みやざきＮＰＯ・協働支援センタ

ー 

3/7（火） 宮崎県子育て支援ネットワーク形成・資質向上事業 

子育て支援者のための防災研修・画像制作講座 

みやざきＮＰＯ・協働支援センタ

ー 

 今年度は事務局として関わらせて頂き、上記の実行委員会以外にも打ち合わせや研修等の企画・運営にも

携わることができた。次年度は他のスタッフと一緒に参加して成長の場にもしていきたい。 

 

パレット開館１周年記念文化祭実行委員会 

実施日 名称 場所 

9/5（月） 第 1回実行委員会 宮崎市男女共同参画センター 

9/29（木） 第 2回実行委員会 宮崎市男女共同参画センター 

10/13（木） 第 3回実行委員会  宮崎市男女共同参画センター 

10/27（木） 登録団体向け説明会・第 4回実行委員会  宮崎市男女共同参画センター 

11/21（月） 第 5回実行委員会  宮崎市男女共同参画センター 

12/4（日） パレット開館１周年記念文化祭 宮崎市男女共同参画センター 

12/22（木） 第 6回実行委員会 宮崎市男女共同参画センター 

 宮崎市男女共同参画センター開館記念のフェスタに実行委員として関わらせていただき、子育て支援以外

の団体と新たに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 

 特定非営利活動法人マミーズサミット・全国ネットの総会へ参加することができなかったが、新旧役員お

披露目会にマミサミ福岡の濱砂圭子氏が参加してくださり激励を頂いた。 

 

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 

5/26（木） 親子 deランチ ｷｯﾁﾝｽﾀｼﾞｵ Manma石坂美和子氏 6 名 

6/23（木） 親子 deランチ ｷｯﾁﾝｽﾀｼﾞｵ Manma石坂美和子氏 8 名 

7/28（木） 親子 deランチ ｷｯﾁﾝｽﾀｼﾞｵ Manma石坂美和子氏 10 名 

8/25（木） 親子 deランチ ｷｯﾁﾝｽﾀｼﾞｵ Manma石坂美和子氏 11 名 

9/22（木） 親子 deランチ ｷｯﾁﾝｽﾀｼﾞｵ Manma石坂美和子氏 10 名 

 昨年から毎月 1 回継続してきた食育講座を、乳幼児を育てている保護者が離乳食を学び、作ったメニュー

をゆっくりランチ出来るように趣向を変えて開催してきたが、ｷｯﾁﾝｽﾀｼﾞｵ Manma様の閉鎖により 9月末で

事業終了となった。 

 

食育ティーチャー 

実施日 名称 場所 備考 

6/16（木） 食育ティーチャー会議 宮崎県庁 7号館 中部農林振興局 

地域農政企画課 

7/22（金） 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 中部農林振興局 

地域農政企画課 

10/17（月） 味覚の授業 潮見小学校 中部農林振興局 

地域農政企画課 

 今年度は総会への参加以外に、味覚の授業に関わらせていただいた。小学生への調理実習のサポートだっ

たが、子どもへの声掛けの仕方や準備など勉強になった。 

 

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 協働による未来みやざき創造公募型事業 

ウ 野菜を活用した食育活動応援事業 

 

事業の成果 

平成 28年度育児マップ作成業務委託 

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 28年 8月 30日～平成 28 年 12 月 28日 

納品場所：宮崎市 健康支援課 

 今年度も育児マップ制作を受託した。そもそも、当事者の親がどのように利用しているか等を直接聞く機

会を設けたが、あまり利用していないという状況を知り、もっと手に取りやすくするにはどうしたら良い

か等の話し合いを行った。表紙や地図面を工夫した。 

 毎回、市の担当者が代わるため、取りかかるまでの説明に時間を要する。また、印刷業者も担当が代わっ

たので引継ぎが上手くいかず、完成まで心配する点が多々あった。 

 



 

平成２８年度協働による未来みやざき創造公募型事業「子ども食堂から繋がるネットワーク事業」 

実施日 名称 場所 参加人数 

11/2（水） 「広がれ、こども食堂の輪！全国ツアー」in宮崎

県第 1回実行委員会 

宮崎市民プラザ３階中会議

コーナーＡ 

10 名 

11/25（金） 「広がれ、こども食堂の輪！全国ツアー」in宮崎

県第 2回実行委員会 

宮崎市民プラザ３階中会議

コーナーＡ 

7 名 

12/14（水） 「広がれ、こども食堂の輪！全国ツアー」in宮崎

県第 3回実行委員会 

宮崎市民プラザ３階中会議

コーナーＡ 

11 名 

1/18（水） 行事名：こども食堂からつながるネットワーク 

○基調講演「知って！こどもたちはいま・・・」 

講師 湯浅誠氏（社会活動家／法政大学教授） 

○パネルディカッション 「こどもの未来のため

に、つながるネットワーク」 

コーディネーター 湯浅誠氏 

パネリスト 

栗林知絵子氏（NPO 法人豊島子ども WAKUWAKU ﾈｯﾄﾜ

ｰｸ理事長） 

富井真紀氏（一般社団法人日本プレミアム能力開

発協会代表理事） 

新名典忠氏（中央西地区社会福祉協議会会長・祇

園自治会会長） 

日隈俊郎氏（宮崎県福祉保健部 部長） 

宮崎市民文化ホール イベ

ントホール 

300名 

2/8（水） 「広がれ、こども食堂の輪！全国ツアー」in宮崎

県第 4回実行委員会 

宮崎市民プラザ３階大会議

コーナー 

10 名 

 県の助成金をいただき、新たなネットワーク構築に取り組み、３００名規模のイベントを開催できたこと

は法人として自信に繋がる。次年度以降もこのネットワークを継続させ、県内に子どもの居場所が増えて

いく事を期待する。 

 

野菜を活用した食育活動応援事業「お親子でつくってみらんね」 

実施日 食育活動の内容 実施場所 
講師氏名 

（資格） 
参加人数 

6/4（土） 「おやさいたっぷりお弁当を作ろう！」 
宮崎市男女共同参画

センター「パレット」 

大山泰子 

（管理栄養士） 
18 人 

8/4（木） 「おやさいたっぷりピザを作ろう！」 
宮崎市男女共同参画

センター「パレット」 

大山泰子 

（管理栄養士） 
15 人 

10/22（土） 「おやさいを使っておやつを作ろう！」 
宮崎市男女共同参画

センター「パレット」 

大山泰子 

（管理栄養士） 
18 人 

1/28（土） 
「おやさいを使ってあさごはんを作ろ

う！」 

宮崎市男女共同参画

センター「パレット」 

大山泰子 

（管理栄養士） 
20 人 

 はじめて宮崎市の食育応援事業を開催した。子どもを中心とした食育講座で年齢対象をどのようにするか

等悩んだが、事故等なく、苦手な野菜を食べられるようになった子どもの様子も見られ、主旨に沿った活

動になった。 



 

その他講師派遣 

実施日 名称 依頼先 派遣者名 

6/22（水） 2016年 JICA 課題別研修「当事者ができる支援

とは」 

宮崎大学医学部看護学科 金丸智子・黒

木淳子・桑畑

利果・瀬野貴

広・二見志

信・水谷聡子 

9/27（火） 平成 28年度地域福祉推進研修「子育てサロン

の推進」 

社会福祉法人宮崎市社会福祉

協議会 

二見志信 

10/12（水） 養育里親更新研修 

（宮崎県庁 9号館 932 号室） 

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 

10/23（日） 子育てのひなたプロジェクト 第一弾 

（宮崎県立青島亜熱帯植物園） 

子育てのひなたプロジェクト 黒木淳子 

12/17（土） 養育里親更新研修 

（延岡市社会教育センター会議室 3） 

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 

2/5（日） 養育里親更新研修 

（宮崎市男女共同参画センター視聴覚室） 

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 

6/11（土） 平成 28年度男女共同参画週間講座 

ルポ産ませない社会 

宮崎県企業局 県電ホール 二見志信 

6/25（土） 身近にあるジェンダー～気づきから築こ

う！男女共同参画社会～ 

宮崎市男女共同参画センター 谷口祐介 

10/11（火） 平成 28年度宮崎県ＮＰＯ事務局長・事務局

員連絡会 

宮崎市民活動センター 黒木淳子 

11/5～11/6

（土・日） 

平成 28年度九州地区里親研修大会（宮崎大

会） 

宮崎観光ホテル 二見志信 

 

その他 

実施日 名称 備考 

7/13（水） 新旧役員お披露目会 ホテルメリージュ 3Ｆ鳳凰 

2/24 宮崎市移住アンバサダー登録 宮崎市企画財政部企画政策課 

地方創生推進室 

3/6 第 5回楠並木ちゃんねる投稿動画コンテスト応募作品審査 宮崎県総合政策部 

秘書広報課広報戦略室 

 

 

 



 

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 

5/6（金） 5 月理事会 宮崎市民活動センター 

6/16（木） 6 月理事会 宮崎市民活動センター 

7/2（土） 7 月理事会 おうちごはん人と喜－ひととき－ 

8/8（月） 8 月理事会 宮崎市民活動センター 

9/6（火） 9 月理事会 宮崎市民活動センター 

10/14（金） 10 月理事会 宮崎市民活動センター 

11/2（水） 11 月理事会 宮崎市民活動センター 

11/30（水） 12 月理事会 宮崎市男女共同参画センター 

1/6（金） 1 月理事会 理事長宅 

2/11（土） 2 月理事会 宮崎市民活動センター 

3/8（木） 3 月理事会 宮崎市民活動センター 

 


