
 

平成２９年度事業報告書 

(平成２９年４月１日から平成３０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.40～43 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」vol.40 フルカラー12Pを 4 月１日に 10,000部発行、フリーペーパー「ミヤ

マパ」vol.41～44は「グラマパ」とのコラボ冊子としてフルカラー12Pを各 10,000 部発行 

 フリーペーパー「ミヤマパ」vol.41～42は編集長安達美紀氏を中心にデザイン制作まで行っていたが、

vol.43以降は金丸智子氏を編集長に迎え、デザイン制作から印刷までを株式会社ながと（印刷会社）様

が行った。体制が大きく変わる中で発行できたことは自信に繋がる。 

 孫育て情報誌「グラマパ」を同冊子にしたことで、ＴＶや新聞等のメディアにも取り上げてもらった。 

 Ｈ29.4.7 日南市子育て支援センター「ことこと」内覧会参加 

 Ｈ29.9.6 宮崎ひなた横丁プレス発表会参加 

 フリぺ会議を 8 回開催 

 

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 

4/25（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 19 名 

5/23（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 16 名 

6/16（金） ミヤマパＤＡＹ  138名 

6/20（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 8 名 

7/18（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 23 名 

8/22（火） 防災講座 理事 黒木淳子 3 名 

9/7（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 23 名 

9/15（金） ミヤマパＤＡＹ  32 名 

10/24（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 20 名 

11/14（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 10 名 

12/5（火） ミヤマパＤＡＹ  40 名 



 

12/12（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 14 名 

1/16（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 18 名 

2/13（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 18 名 

3/6（火） ミヤマパＤＡＹ  78 名 

3/13（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 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 

5/19（金） ミヤマパＤＡＹ  51 名 

8/18（金） ミヤマパＤＡＹ  38 名 

11/17（金） ミヤマパＤＡＹ  125名 

2/15（木） ミヤマパＤＡＹ  43 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 

4/21（金） ミヤマパＤＡＹ  30 名 

7/21（金） ミヤマパＤＡＹ  18 名 

10/25（水） へこ帯でベビーシェアリング ＮＰＯだっことおんぶのわみやざき代表栁田小百合氏  5 名 

1/16 親子でできるストレッチ 整体院 Re:fresh 院長 大迫将士氏 3 名 

 毎月、マルシェ（ミヤマパＤＡＹ）を開催しようと計画したが、地域によって参加者や出展者にバラつき

があり、半年で見直しを行った。延岡市はスタッフの企画が参加者のニーズにマッチしたため参加者が増

加し嬉しい悲鳴となったが事故やケガ等の心配があった為、次年度からは子育てサロン形式に変更する。

また、都城市は立地条件でも子育て中の方向けのイベント開催は難しいと助言いただきミニ講座に戻した。

宮崎市はミヤマパシアターとミヤマパＤＡＹの 2 本柱で開催した。イベントは天候に大きく左右され、後

半は参加者も減ったので次年度の開催は要検討とする。 

 ミヤマパシアターはタマホーム様の住宅展示場ではじめて 5年目。少人数でも参加しやすいようにスタッ

フが工夫しているので、お友達作りにも繋がり母親同士の相談の場になっているのでは。県外出身の母親

が多く利用している。以前は 2～3年通われていたように思うが、母親の仕事復帰が早いからか、1 年で

来られなくなり赤ちゃんの参加が増えている。リピーターも増えていて口コミ効果もあるようだ。 

 

ミヤマパスタッフ研修 

実施日 名称 場所 講師名 参加人数 

5/12（金） 第 1回ミヤマパスタッフ研修 

 「ドキっ！いざという時どう

する？慌てないために、できる

ことを考えみよぅっ！」防災講

座 

宮崎市男女共同参画センター

「パレット」視聴覚室 

理事 黒木淳子 11 名 

7/7（金） 第 2回ミヤマパスタッフ研修 

 「虐待を防止するための保護

者支援学習会」 

宮崎市男女共同参画センター

「パレット」視聴覚室 

甲斐英幸氏 

川野久美氏 

10 名 

 今年度はスタッフからの意見を基に人材育成研修として防災と児童虐待防止についての研修を行った。ま

た、他団体やネットワークが開催している講座等にも呼びかけを行った。 



 

ミヤマパスタッフ交流会 

実施日 名称 場所 人数 

7/8（土） （仮）パパ部準備会 そうげん 6 名 

9/8（金） （仮）パパ部準備会 ＨＵＴＴＥ 8 名 

1/20（土） ミヤマパ新年会 りょうガーデン 24 名 

3/25（日） （仮）パパ部準備会 ＨＵＴＴＥ 10 名 

 以前は定款の事業内でも母親の交流といった母親向けの支援に力を入れていたが、共働きが増えた昨今、

イクメンという言葉に戸惑う父親の姿も見受けられ、当法人の名前でもあるように父親・母親双方にとっ

ての環境改善にも取り組むべきとパパ部立ち上げに向けての準備を行ってきた。 

 

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 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 

7/25（火） 虐待を防止するための保護者支援学習会 児童養護施設石井記念有隣園（都

城市） 

8/8（火） 虐待を防止するための保護者支援学習会 高岡幼稚園（宮崎市） 

8/21（月） 虐待を防止するための保護者支援学習会 千代田幼稚園（宮崎市） 

10/26（木） 虐待を防止するための保護者支援学習会 綾てるは図書館（綾町） 

11/21（火） 虐待を防止するための保護者支援学習会 めぐみの聖母保育園（川南町） 

 今年度は 2名体制で講師を担わせて頂いた。当法人のスタッフ向けでも講師も招いて研修を行い、児童虐

待とは何かを改めて学ぶことができたと思う。 

 

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 

4/25（火） 第 1回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

5/23（火） 第 2回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

6/20（火） 第 3回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

7/18（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 2017出展者説明

会 

宮交シティ 

9/25（月） 宮崎県子育て支援ネットワーク形成・資質向上事業 

子どもを産み育てやすいまちづくりを目指して～豊島区

宮崎県庁 企業局庁舎 1階 

（県電ホール） 



 

の取り組みから～ 

10/3（火） 第 5回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

10/9（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 

11/14（火） 第 6回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

11/18・19

（土・日） 

未来みやざき子育て応援フェスティバル 2017 宮交シティ（紫陽花ホール・アポ

ロの泉・ガリバー広場） 

1/16（火） 第 7回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

2/22（木） 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 

宮崎県庁 企業局庁舎 1階 

（県電ホール） 

3/13（火） 第 8回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

 今年度も事務局として関わらせて頂き、宮崎県子育て支援ネットワーク形成・資質向上事業では企画・運

営も中心的に行った。次年度は理事・スタッフと共に参加して情報共有を図り成長の場にしていきたい。 

 

みやざき子ども未来ネットワーク（前 子ども食堂から繋がるネットワーク） 

実施日 名称 場所 

4/27（木） 第 1回子ども食堂から繋がるネットワーク 炭火串処そうげん 

7/21（金） 第 2回子ども食堂から繋がるネットワーク 宮崎市男女共同参画センター「パ

レット」視聴覚室 

8/23（水） 第 1回みやざき子ども未来ネットワーク（準備会） 宮崎市男女共同参画センター「パ

レット」視聴覚室 

8/23（水） 協同組合連携フォーラム ＪＡ・ＡＺＭ大ホール 

9/11（月） 第 3回子ども食堂から繋がるネットワーク 宮崎市民プラザ 3階中会議室 

9/20（水） 第 2回みやざき子ども未来ネットワーク（準備会） 宮崎市男女共同参画センター「パ

レット」視聴覚室 

10/12（火） 第 1回みやざき子ども未来ネットワーク理事会 宮崎市男女共同参画センター「パ

レット」視聴覚室 

10/18（水） 第 3回みやざき子ども未来ネットワーク（準備会） 宮崎市男女共同参画センター「パ

レット」視聴覚室 

10/28（土） 大街市祭 一番街 

11/1（水） 第 2回みやざき子ども未来ネットワーク理事会 宮崎市男女共同参画センター「パ

レット」講習室 1 

11/21（火） 第 3回みやざき子ども未来ネットワーク理事会 宮崎市民プラザ 3Ｆ大会議ｺｰﾅｰ 

11/26（日） みやざき子ども未来ネットワークお披露目会及び設立総

会 

宮崎県立看護大学 

12/8（金） 第 4回みやざき子ども未来ネットワーク理事会 宮崎市民プラザ 3Ｆ中会議ｺｰﾅｰＢ 

12/17（日） みやざき「子どもの貧困と教育」フォーラム 2017 宮崎大学創立 330 記念交流会館コ

ンベンションホール 

1/16（火） 理事会・新年会 Japaneserestaurant りょう 

2/14（水） 第 5回みやざき子ども未来ネットワーク理事会 宮崎市民プラザ 3Ｆ中会議ｺｰﾅｰＢ 

3/8（木） 第 6回みやざき子ども未来ネットワーク理事会 宮崎県男女共同参画センター 



 

子ども食堂部会立上会 

 昨年から取り組んできた「子ども食堂から繋がるネットワーク」が「みやざき子ども未来ネットワーク」

として子ども食堂だけでなく、学習支援等様々な支援ができる団体になった。 

 子ども食堂マップ作成や企業の寄贈品を子ども食堂に送付するにあたっての連絡調整等を担った。これま

では事務局として関わってきたが、正式設立後は理事として広報を担当している。今年度はより幅広い活

動が期待されるネットワークなだけにどのように関わっていけるか見極めたい。 

 

ダイバーシティみやざき 

実施日 名称 場所 

9/8（金） 宮崎市長選立候補予定者との意見交換会 ＨＵＴＴＥ 

9/28（木） 宮崎市長選立候補予定者との意見交換会 ＨＵＴＴＥ 

10/10（火） 宮崎市長選立候補予定者との意見交換会 ＨＵＴＴＥ 

1/14（日） 宮崎市長選表明者による公開討論会 宮交シティ 

 今年度新たな取組として主権者教育に取り組む市民活動団体ダイバーシティみやざきの立ち上げから関

わり、宮崎市長選表明者による公開討論会にスタッフとして参加した。また、有志メンバーで子どもたち

向けのワークショップを行う等、子どもが小学校で学んでいることを知ったり、子どもにどのように話し

たら理解してもらえるかなど深い学びを得られた。 

 

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 

7/28（金） ミニマミサミ in大阪 大阪府 

7/29（土） マミーズサミット・全国ネット意見交換会 

平成２９年度 ＨＬＷ 地域リーダー交流会プログラム

（原子力発電環境整備機構ＮＵＭＯ） 

神戸芸術センター ５０５会議室

（兵庫県神戸市） 

 神戸で開催された平成２９年度 ＨＬＷ 地域リーダー交流会プログラム参加に合わせてマミーズサミッ

ト・全国ネットメンバーでの意見交換もでき、他県での取り組み等を学べた。 

 

事業内容 

４.  食育に関する事業 

 

事業の成果 

食育ティーチャー 

実施日 名称 場所 備考 

6/8（木） みやざきの食と農を考える県民会議

中部地域支部食育ティーチャー会議 

宮崎県庁 4号館 6階中部農林振興局

B 会議室 

中部農林振興局 

地域農政企画課 

7/24（月） みやざきの食と農を考える県民会議

中部地域支部会議 

宮崎県婦人会館大会議室 中部農林振興局 

地域農政企画課 

10/13（金） 味覚の授業事前説明会 九州電力宮崎支社 中部農林振興局 

地域農政企画課 

10/23 味覚の授業 潮見小学校 中部農林振興局 

地域農政企画課 

10/24 味覚の授業 大淀小学校 中部農林振興局 



 

地域農政企画課 

10/25（月） 味覚の授業 大宮小学校 中部農林振興局 

地域農政企画課 

11/2（木） 味覚の授業 東小学校 中部農林振興局 

地域農政企画課 

12/19（火） 食育・地産知ショー2017inみやざき 宮崎市民プラザ 宮崎市 

 食育ティーチャーに 2 名登録（1 名増員）し、4校の味覚の授業に関わることができた。 

 

事業内容 

５. その他（委託事業・補助事業） 

ア 宮崎県事業 

 

事業の成果 

平成２９年度地域の絆で支え合う「子育て応援」事業 

実施日 名称 場所 参加人数 

9/2（土） 子どもの未来のために・・・今、出来る事を考え

る！ 

宮崎市民プラザ 4階中会議

室・ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ 

20 名 

11/26（日） 子どもたちの未来のために、私達が今できること 宮崎県立看護大学中講義室

3・和室 

150名 

 社会全体で子どもたちを守るためのソーシャルワーク的講座事業として県の補助金をいただき開催した。

参加者も子育て支援に興味のある方や様々な職種の方と幅広い方にご参加頂けた。当初想定していたより

も参加人数が少なかったことは悔やまれるが、行政・民間と子どもへの意識が高まってきていることは感

じられるので法人としてどのように啓発していくかを次年度の課題としたい。 

 

その他講師派遣 

実施日 名称 依頼先 派遣者名 

5/13（土） 養育・養子縁組里親 基礎研修 

（宮崎県庁付属棟 301 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 

7/6（木） 世代をこえた子育てサロンづくりについて 宮崎市大淀地区民生委員児童

委員協議会 

二見志信 

7/15（土） 養育里親更新研修・養子縁組里親更新研修 

（宮崎県庁付属棟 201 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 

10/7（土） 養育・養子縁組里親 基礎研修 

（宮崎県庁付属棟 201 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 

2/17（土） 子どもとメディアみやざき第 1回フォーラム〜

電子メディア社会の子どもたち宮崎の現状〜 

子どもとメディアみやざき 二見志信 

 

 

 



 

その他研修 

実施日 名称 場所 参加者名 

6/22（木） 宮崎県子育て支援連絡協議会総会 みやざき NPO・協働支援センター 二見志信 

7/1～2

（土・日） 

8/5（土） 

9/30（土） 

10/21（土） 

平成 29年度「メディア安全指導員養成講座」 

基礎講座・実践講座・フォローアップ講座 

宮崎県庁 企業局庁舎 1階（県電

ホール） 

二見志信 

7/14（金） 自己実現のための人間関係講座 宮崎市男女共同参画センター「パ

レット」 

小寺恵 

7/23（日） 対人業務のお仕事こころの健康基礎講座 宮崎市男女共同参画センター「パ

レット」 

小寺恵 

8/10（木） こどもの未来を拓くみんなの居場所～こど

も食堂プロジェクト～ 

高鍋町美術館ホール 二見志信 

8/24（木） 平成 29年度市民活動支援事業 SNS活用セミ

ナー 

宮崎市民プラザ 4階中会議室 小寺恵 

8/25（金） 第 14 回九州ろうきん NPO助成フォーラム 九州ろうきん宮崎県本部 3階会

議室 

二見志信 

黒木淳子 

 

その他 

実施日 名称 備考 

6/20（火） ボランティアワールド ＭＲＴラジオ 

8/28（月） みやざきアイアイミーティング 市長応接室 

9/26（火） 宮崎市移住センターランチミーティング 宮崎市移住センター 

1/11（木） 第 1回宮崎市移住アンバサダーミーティング &samble（アンサンブル） 

2/8（木） おでかけひろばぶりっじ@roka （NPO法人せたがや子育てネッ

ト運営）視察 

東京都世田谷区 

2/9（金） 子育てひろば「あい・ぽーと」麹町視察 東京都港区 

2/9（金） 自治体・企業・NPO による「子育て支援連携事業」全国会議〜

社会みんなで子育て支援〜（内閣府主催） 

イイノカンファレンスセンター 

東京都千代田区 

 

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 黒木淳子 宮崎市地域コミュニティ課 

宮崎県食品ロス削減対策協議会委員 二見志信 宮崎県環境森林部循環社会推進課 

社会福祉法人再生会評議員 二見志信 社会福祉法人再生会 

 

理事会 

実施日 名称 場所 

4/10（金） 4 月理事会 宮崎市民活動センター 



 

6/30（金） 6 月理事会 宮崎市民活動センター 

8/4（金） 7.8月理事会 理事長宅 

9/4（月） 9 月理事会 理事長宅 

10/3（火） 10 月理事会 理事長宅 

11/9（木） 11 月理事会 理事長宅 

12/18（月） 12 月理事会 宮崎市民活動センター 

1/9（火） 1 月理事会 理事長宅 

2/7（水） 2 月理事会 宮崎市民活動センター 

3/14（水） 3 月理事会 宮崎市民活動センター 

 


