
平成２５年度事業報告書

(平成２５年４月１日から平成２６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.25　5,000部×1回，vol.26～28　10,000部×3回

イ　子育て携帯メルマガ発信事業

ウ　インターネットＴＶ事業　ミヤマパ TV　40～74話放送

事業の成果

 フリーペーパー「ミヤマパ」の発行 7年目を迎えるに当たり、これまでの 5,000部発行から 10,000部発行へ増刷

を行った。宮崎市以外でも多くの方に手に取っていただけるようになったお陰で、都城市在住のスタッフも増え、広

範囲の情報を掲載できるようになった。

 インターネット TVは月 2回更新、40～74話を放送できた。新たなMCも増え、多彩な方にゲストに出演して頂け

た。フリーペーパーやホームページで伝えきれない情報も発信できた。

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

事業の成果

パネルシアター

名称 場所 実施日

サークル「ちゃいっこ」 平和が丘子育て支援センター 10/1,11/19,12/17,12/16,3/4，3/

18

子育て交流ひろば 霧島児童館 3/18

空色の種子～ママのお楽しみ会～ 藤田助産院 9/24

子育て交流ひろば 大塚児童センター 12/19

子育て交流ひろば 栄町児童館 12/10

サークル「ひだまり」 宮崎中央公民館 9/5

ママパパフェスタ コテージ・ヒムカ 7/14,11/23

ミヤマパミニ講座 inタマホーム タマホーム ※下記参照

ミヤマパミニ講座 inタマホーム

実施日 名称 講師名

8/9（金） ベビーマッサージ無料体験会 中西智里氏

8/22（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ

9/10（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ

9/24（火） ファーストサイン 淵上舞氏

10/15（火） 骨盤ストレッチ 吉永芳香氏



10/29（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ

11/12（火） 骨盤調整ストレッチ体験会 さいたみつこ氏

11/26（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ

12/3（火） 子育てとお金の話 久木野洋子氏

12/24（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ

1/16（木） ファーストサイン 淵上舞氏

1/23（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ

2/13（木） ライフマネーのお話 瀬野貴広氏

2/20（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ

3/13（木） 触育講座（赤ちゃんとお話ししよう） 椎屋翠鈴氏

3/27（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ

 スタッフが行いたいと思ったことを自主事業として取り組み、他団体との協働で初めてディスコとキッズファッション

ショーが合体したイベント「Afternoon　DISCO」を 8月 25日（日）に開催した。また、ミヤマパシアターとして子

育て支援センターやサークルへの訪問活動も行った。

 企業からの提案で、住宅展示場内にて、定期的に講座を開催することができた。

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

実施日 名称 場所 主催 派遣者

6/14

（金）

子育てパネルディスカッション シェラトン・グランデ・オーシャンリ

ゾート

一般社団法人全国子育

てタクシー協会

二見志信

9/1

（日）

子育てタクシードライバー養

成講座

宮崎タクシー株式会社 一般社団法人全国子育

てタクシー協会

二見志信

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 講師名

9/5（木） 子ども・保護者支援のために ふたば保育園 二見志信

11/1（金） 児童虐待の予防と対策 宮崎観光ホテル 二見志信

宮崎子育てネットワーク実行委員会

実施日 名称 場所

4/18（水） 第 2回実行委員会 みやざき子ども文化センター

5/21（火） 第 3回実行委員会 みやざき子ども文化センター



6/17（月） 第 4回実行委員会 みやざき子ども文化センター

6/21（金） JACA 研修 宮崎市総合福祉保健センター

7/16（火） 第 5回実行委員会 みやざき子ども文化センター

7/23（火） 平成 25年度未来みやざき子育て県民運動シンポジウム 宮崎市民文化ホール

9/4（火） 第 6回実行委員会 みやざき子ども文化センター

10/4（金） 第 7回実行委員会 みやざき子ども文化センター

10/22（火） 第 8回実行委員会 みやざき子ども文化センター

11/8（金） 第 9回実行委員会 みやざき子ども文化センター

11/16・17

（土・日）

未来みやざき子育て応援フェスティバル 2013 宮交シティ（紫陽花ホール・アポロの

泉・ガリバー広場）

12/6（金） 宮崎のこども対策特別委員会 宮崎県県議会　第 3 委員会室

1/16（木） 第 10回実行委員会 ジュエリーボックス八木

2/18（火） 宮崎県子育て支援団体ネットワーク形成事業研修会及び交

流会

みやざき県民協働支援センター

3/5（水） 子育て支援団体のネットワーク強化のための研修会 宮崎市民文化ホール

3/18（火） シティＭＥＷ会との懇談会 みやざき子ども文化センター

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

9/25（水） 第 1回実行委員会 宮崎市民活動センター

10/9（水） 第 2回実行委員会 宮崎市民活動センター

10/30（水） 第 3回実行委員会 宮崎市民活動センター

11/20（水） 第 4回実行委員会 宮崎市民活動センター

12/16（月） 第 5回実行委員会 宮崎市民活動センター

1/9（木） 第 6回実行委員会 宮崎市民活動センター

1/20（月） 第 7回実行委員会 宮崎市民活動センター

2/4（火） 第 8回実行委員会 宮崎市民活動センター

2/18（火） 第 9回実行委員会 宮崎市民プラザ 4 階和室

2/22（土） 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

3/10（月） 第 10回実行委員会（反省会） 宮崎市民活動センター

ＮＰＯ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

11/29（金） 第 21回マミーズサミット in 東京（日本原子力産業協会との座談会） 東京都 二見志信

 子育てタクシーコーディネート事業では一般社団法人全国子育てタクシー協会総会においてパネルディスカッショ

ンのコーディネーター、児童虐待防止ネットワークでは全国子育て支援センター早朝セミナー講師を理事長の二見

が務め、宮崎子育てネットワーク実行委員会と地域と市民活動の元気創出活性化事業実行委員会では、副理事

長の留野がそれぞれの実行委員長を務め、様々なネットワークに積極的に参加し、他団体・企業との関係を深める

ことが出来た。



事業内容

４.　　食育に関する事業

ア　食育講座

イ　食に関する講演会

事業の成果

 今年度は実施なし

その他の講師派遣

実施日 名称 依頼先 派遣者名

7/11 都城NPO 応援講座 1 都城市ボランティアセンター 留野直樹

8/9 都城NPO 応援講座 2 都城市ボランティアセンター 留野直樹

9/13 都城NPO 応援講座 3 都城市ボランティアセンター 留野直樹

その他

実施日 名称 場所 参加者名

8/21（水） 第４回知事とのふれあいフォーラム 宮崎市民プラザ 4 階ギャラリー 二見志信

委嘱委員

委員会名 委嘱者名 備考

宮崎市男女共同参画基本計画策定 市民作業部会 留野直樹 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課

市民活動推進委員会委員 長友宮子

働く婦人の家運営委員会委員 長友宮子

会議

実施日 名称 場所

5/28（火） 4・5月理事会 宮崎市民プラザ 3 階

6/25（火） 第 1回通常総会 宮崎市民プラザ 3 階

7/21（日） 6・7月理事会 宮崎市民プラザ 3 階

9/21（土） 8・9月理事会 宮崎市民プラザ 3 階

11/26（火） 10・11月理事会 宮崎市民プラザ 3 階

12/24（火） 12月理事会 理事長自宅

1/25（土） 1月理事会 理事長自宅


