
 

平成３１年度事業報告書 

(平成３１年４月１日から令和２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.48～51 10,000 部×4 回 

イ 活動計画配信事業 

 

事業の成果 

⚫ フリーペーパー「ミヤマパ」vol.48～51 は「グラマパ」とのコラボ冊子としてフルカラー12P を年 4 回（4

月・7 月・10 月・1 月）各 10,000 部発行。県内約 360 箇所、県外 11 箇所配布。 

⚫ 読者の視点、ニーズを探るべく、ママたちの座談会を実施。2 号に渡り「お金」の悩みに絞って特集を組

んだ。今後もこのような、読者を増やす取り組みも積極的に行っていきたい。 

⚫ フリーペーパー活動を通して、人と人、団体と行政を繋げるという機会も多いと感じている。 

⚫ フリぺ編集部内の役割分担や印刷会社とのデータのやり取りを模索した 1 年だった。7 月号で編集長が退

任し、10 月号以降は理事長兼編集長で発行、新たなスタッフも入り、編集長候補として動いて貰った。

今年度は紙媒体での継続を決め活動を続けてきたが、新型コロナウイルスの影響は広告掲載にも関係して

くると思われるので、引き続き、どのような情報発信がニーズに合うのか調査が必要。 

⚫ これまで長らくメルマガ配信事業を行ってきたが、近年、メールよりもＳＮＳを活用した情報発信の方が

子育て中の方に受け入れられているので 2 月末で休止。今後は、フリーペーパーの掲載内容とのタイアッ

プ等動画配信等を視野に入れて情報発信したい。 

 

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 

ウ ありの papa 

 

事業の成果 

パネルシアター事業 

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 

4/18（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 10 名 

5/21（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 20 名 

6/18（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 11 名 

7/16（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 7 名 

9/3（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 22 名 

10/3（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 14 名 

11/21（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 12 名 

12/5（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 21 名 

1/16（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 15 名 



 

2/6（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 26 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 

4/23（火） ミヤマパ♡スマイルサロン ミヤマパスタッフ 8 名 

5/28（火） ミヤマパ♡スマイルサロン ミヤマパスタッフ 6 名 

6/25（火） ミヤマパ♡スマイルサロン ミヤマパスタッフ 10 名 

7/24（火） ミヤマパ♡スマイルサロン ミヤマパスタッフ 11 名 

8/27（火） ミヤマパ♡スマイルサロン ミヤマパスタッフ 8 名 

9/25（火） ミヤマパ♡スマイルサロン ミヤマパスタッフ 4 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 

5/9（木） ママだって・パパだって「がん

んでもいいじゃん♡」 

ガードナー真理氏 8 名 

7/26（金） 我が子へ贈る、簡単リメイクＴ

シャツ♡ 

二見志緒里氏 10 名 

11/19（火） 若手農家、ゴン蔵さんと座談会 野崎陽平氏 3 名 

2/6（木） みんなであそぼ！ 笑顔ひろがるスペシャルサポート教室 mocomoco

主宰 黒木康子氏 

6 名 

⚫ ミヤマパシアターはスタッフ同士の打ち合わせや練習す

る時間をなかなか確保できず、当日にバタバタする事があ

った。もっと余裕を持って臨むこと、自主練が必要だと感

じた。しかし、月齢に応じたシナリオ変更も、みんなで協

力してスムーズにできたところは、良かったと思う。 

月に一度のシアターを心待ちにしてくれる親子がいる事

は嬉しく、子どもたちの成長やイキイキとした表情に、元

気を貰っている。来年の目標は、子どもたちとのふれあい

を大事に、親自身も季節を感じ合い、楽しめる場になるよ

う何気ないおしゃべりも大事にしたいと思う。 

⚫ 延岡はミヤマパ♡スマイルサロンが定着し、4 名のスタッ

フで役割分担して順調に開催していたが、延岡営業所のモ

デルハウスが建て替えのため、9 月以降は休止となる。 

⚫ 都城は今後の継続を検討してきたが、これまでに講師や参

加者として関わってくださった方が定期的に講座を開き

たいとの申し出があり、次年度からは都城の子育てサロン

とのコラボ企画で毎月 1 回開催できる段取りになった。 

 

ミヤマパミニ講座 in TSUTAYA AV クラブ 大塚台店 

実施日 名称 講師名 

4/25（木） 親子ふれあいイベント ミヤマパスタッフ 

5/23（木） 親子ふれあいイベント ミヤマパスタッフ 

7/25（木） 親子ふれあいイベント ミヤマパスタッフ 

8/22（木） 親子ふれあいイベント ミヤマパスタッフ 



 

9/26（木） 親子ふれあいイベント ミヤマパスタッフ 

10/24（木） 親子ふれあいイベント ミヤマパスタッフ 

11/28（木） 親子ふれあいイベント ミヤマパスタッフ 

12/26（木） 親子ふれあいイベント ミヤマパスタッフ 

1/23（木） 親子ふれあいイベント ミヤマパスタッフ 

2/27（木） 親子ふれあいイベント ミヤマパスタッフ 

⚫ 今年度も継続してツタヤ様の社会貢献事業として定期的にミヤマパシアターを開催した。3 月以降は新型

コロナウイルス感染拡大防止の為、活動を休止している。 

 

ありの papa 

⚫ フリーペーパー「ミヤマパ」コラム掲載 

⚫ 1/16（木）ありの papa 交流会開催 

⚫ 2/2（日）みやざき女性政策研究会&みやざき女男ネットワーク 20 周年記念事業“わたしにとっての男女

共同参画”三世代によるトークセッションパネリストとして上口が参加。 

未来みやざき子育て県民運動１０周年事業ファザーリング全国フォーラム in みやざき 

実施日 名称 場所 

12/10（火） 第 1 回実行委員会 県庁 9 号館 933 会議室 

2/18（火） 第 2 回実行委員会 県庁 7 号館 4 階 744 号室 

3/16（月） 第 3 回実行委員会 書面議決 

⚫ 宮崎県こども政策課より令和２年度未来みやざき子育て県民運動１０周年事業「ファザーリング全国 フ

ォーラムｉｎみやざき」実行委員会の委員就任の依頼があり上口が参加。 

 

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 

6/1（土） 虐待を防止するための保護者支援学習会 波島保育所（宮崎市） 

6/6（木） 令和元年度第 1 回児童虐待防止及び対応のための講師研

修会 

みやざきＮＰＯ・協働支援センタ

ー 

7/31（水） 児童虐待防止及び対応のための研修 宮崎東小学校（宮崎市） 

8/1（水） 児童虐待防止及び対応のための研修 石山小学校（都城市） 

8/19（月） 児童虐待防止及び対応のための研修 吾田小学校（日南市） 

9/14（土） 児童虐待防止及び対応のための研修 よつば保育園（宮崎市） 



 

9/24（火） 児童虐待防止及び対応のための研修 中央公民館（宮崎市） 

9/25（水） 児童虐待防止及び対応のための研修 下北方保育園（宮崎市） 

9/26（木） 児童虐待防止及び対応のための研修 エーデルワイス幼保園（三股町） 

〃 児童虐待防止及び対応のための研修 エーデルワイス幼保園（三股町） 

10/16（水） 児童虐待防止及び対応のための研修 直純寺こども園（宮崎市） 

1/16（木） 令和元年度第 2 回児童虐待防止及び対応のための講師研

修会 

みやざきＮＰＯ・協働支援センタ

ー 

⚫ 昨年度と同じく 2 名体制で講師を担わせて頂いた。また、講師研修会でも積極的に発言した。 

 

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 

4/18（木） 第 1 回実行委員会 宮崎市民プラザ中会議室 

5/14（火） 第 2 回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

6/25（火） 第 3 回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

7/18（木） 第 4 回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

8/18（日） 令和元年度多様な子育て環境づくり支援事業 

「健やかな能発達のために」 

宮崎市民プラザ 大会議室 

9/4（水） 令和元年度未来みやざき子育て県民運動推進協議会総会

及び講演会 

宮崎市民プラザ オルブライトホ

ール 

9/10（火） 未来みやざき子育て応援フェスティバル 2019出展者説明

会 

宮交シティ 

10/8（火） 第 5 回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

11/4（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 

11/9・10

（土・日） 

未来みやざき子育て応援フェスティバル 2019 宮交シティ（紫陽花ホール・アポ

ロの泉・ガリバー広場） 

12/3（火） 第 6 回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

2/5（火） 令和元年度宮崎県多様な子育て環境づくり支援事業 

「誰一人取り残さない社会を目指して」 

宮崎市総合福祉保健センター 

⚫ 今年度は事務局長の黒木淳子が副実行委員長を務め、理事長の二見が引き続き事務局として関わらせて頂

いた。説明会から新たなスタッフも参加し子育て中の方から happy エピソードを募集するなどフリーペー

パーとのコラボ企画も行った。また、支え合いの地域づくりネットワークの事業として出前子ども食堂も

開催できた。 

 

みやざき子ども未来ネットワーク 

⚫ 今年度より理事長が理事から監事になり、主には支え合いの地域づくりネットワークの中で情報を共有し

ている状況である。 

⚫ 詳細は支え合いの地域づくりネットワーク事業報告書参照 

 

特定非営利活動法人マミーズサミット・全国ネット 

⚫ 総会等への参加はできなかったが、facebook で情報交換は行っている。情報発信を行っている多くの団

体が属しているので、参考になることが多い。 



 

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 

5/22（水） みやざきの食と農を考える県民会議

総会 

ニューウェルシティ宮崎２階 

「雲海・関之尾の間」 

中部農林振興局 

地域農政企画課 

2/23（土） 親子 cooking 宮崎市男女共同参画センター「パレ

ット」 

 

⚫ 今年度は食育ティーチャーが理事の大山に代わり、会議への参加以外にも親子 cooking を開催することが

できた。次年度以降も積極的に食育事業に取り組めたらと思う。 

 

事業内容 

５. その他（委託事業・補助事業） 

ア 宮崎市 

 

事業の成果 

宮崎市子ども食堂ネットワーク応援業務 

受託団体：支え合いの地域づくりネットワーク（特定非営利活動法人みやざき子ども文化センター＋特定非営

利活動法人みやざきママパパ happy） 

⚫ 別紙参照 

 

その他講師等派遣 

実施日 名称 依頼先 派遣者名 

9/18（水） 令和元年度地域福祉コーディネーター養成

研修 

社会福祉法人宮崎県社会福祉協

議会地域福祉部 

二見志信 

7/6（土） 養育・養子縁組里親 基礎研修 里親普及啓発センターみやざき 黒木淳子 

11/28（木） 児童虐待防止研修会 社会福祉法人宮崎市社会福祉協

議会 

二見志信 

12/1（日） 第 4 回パレット文化祭 特定非営利活動法人ドロップイ

ンセンター 

二見志信 

2/1（土） 養育・養子縁組里親 基礎研修 里親普及啓発センターみやざき 二見志信 

 

その他研修 

実施日 名称 場所 参加者名 

6/22（土） 第 2 回子ども健康セミナー 宮崎県医師会館 2 階研修室 二見志信 

金丸智子 

11/28（木） 児童虐待防止研修会 宮崎市民プラザ「オルブライトホ

ール」 

佐野真由子 

11/29 ボランティアの輪！みやざき交流集会 2019 シーガイア・コンベンションセン

ター4 階サミットホール 

佐野真由子 



 

12/1（日） 子育て支援フォーラム in 宮崎 シーガイア・コンベンションセン

ター4 階「樹葉」 

二見志信 

金丸智子 

 

その他 

実施日 名称 備考 

6/19（水） 令和元年度宮崎県子育て支援連絡協議会総会 宮崎県福祉総合センター 

7/21（日） ミヤマパスタッフ交流会 龍光園 

11/10（日） おもちゃ病院みやざき開院 20 周年を祝う会 ニューウェルシティ宮崎 

2/13（木） 令和元年度明日のみやざきづくり表彰式 県庁講堂 

 

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 

宮崎市総合計画推進会議専門部会委員 

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 宮崎市地域振興部文化・市民活動課 

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 

4/30（火） 4 月理事会 宮崎市民活動センター 

7/30（火） 5～7 月理事会 宮崎市民活動センター 

9/3（火） 8～9 月理事会 宮崎市民活動センター 

10/1（火） 10 月理事会 宮崎市民活動センター 

1/21（火） 1 月理事会 宮崎市民活動センター 

3/10（火） 3 月理事会 ＬＩＮＥ 

 


