
 

平成３０年度事業報告書 

(平成３０年４月１日から平成３１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.44～47 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.44～47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

部発行した。子育て中だけでなく、祖父母世代にも伝えたい内容を掲載出来た。 

 延岡市の「エンクロス」、都城市の「子育て支援センターぷれぴか」等、宮崎県内の情報を届けできるよ

う取材を行った。また、宮崎市外在住のスタッフにも協力してもらい情報収集した。他にも広告主様主催

のイベントに足を運び関係性を築いた。 

 平成３０年度多様な子育て環境づくり支援事業費補助金で開催したありの papaお披露目会の様子をＨＰ

やＦＢ等で配信できた。 

 

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 

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 

※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 

4/17（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 10 名 

5/15（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 18 名 

6/14（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 21 名 

7/12（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 24 名 

8/7（火） 絵本の時間 ミヤマパスタッフ 18 名 

9/12（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 24 名 

10/18（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 12 名 

11/15（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 24 名 

12/4（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 24 名 

1/17（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 16 名 

2/14（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 24 名 

3/14（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 24 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 

4/24（火） ミヤマパ♡スマイルサロン ミヤマパスタッフ 10 名 

5/22（火） ミヤマパ♡スマイルサロン ミヤマパスタッフ 10 名 

6/26（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 10 名 

8/28（火） ミヤマパ♡スマイルサロン ミヤマパスタッフ 10 名 

9/25（火） ミヤマパ♡スマイルサロン ミヤマパスタッフ 10 名 

10/23（火） ミヤマパ♡スマイルサロン ミヤマパスタッフ 10 名 

11/28（火） ミヤマパ♡スマイルサロン ミヤマパスタッフ 11 名 

12/25（火） ミヤマパ♡スマイルサロン ミヤマパスタッフ 11 名 

1/22（火） ミヤマパ♡スマイルサロン ミヤマパスタッフ 8 名 

2/26（火） ミヤマパ♡スマイルサロン ミヤマパスタッフ 10 名 

3/26（火） ミヤマパ♡スマイルサロン ミヤマパスタッフ 10 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 

6/19（火） 勇気づけの関わりでイライラ

から穏やかな毎日に！！ 

アドラー心理学 奥津陽子氏 8 名 

9/6（木） ベビーマッサージ RTA指定スクール BABYLIFE 中園真弓氏 中止 

12/20（木） 家庭科クラブ にこにこ助産院 助産師 本郷真基氏 6 名 

3/14（木） 自分の魅力を見つけてみませ

んか？ 

Wrapファシリテーター 3 名 

 ミヤマパシアターは毎月のタマホームを楽しみに来てく

ださる親子さんがいて嬉しく思うと共に、出逢いの場所に

なっている事も大変有意義に感じている。せっかくアンケ

ートを記入頂いているので、要望欄の内容を少しずつでも

実践していけるようにしたい。また、ミヤマパシアターと

いう題名だけでは、何をしているのか分からず申し込みを

迷った方がいたので、告知の工夫も必要と感じる。 

 今年度より、延岡はミヤマパ♡スマイルサロンと名称を変

え、県北スタッフで企画・運営を行った。お陰で毎回定員

満員となり、ニーズに沿った内容で参加者に喜んでいただ

けているようだ。スタッフ希望の申し出も有り、良い方向

に進んでいる。 

 都城はスタッフの確保が難しく、３ヶ月に１回の開催にと

どまっている。内容についても地域のニーズを掴むことが

難しく、参加者を集めることにも苦慮している。次年度、

１年を通して、今後の継続を検討したい。 

 

 

 

 

 

 



 

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 

10/21（木） 親子ふれあいイベント ミヤマパスタッフ 

11/21（木） 親子ふれあいイベント ミヤマパスタッフ 

12/25（木） 親子ふれあいイベント ミヤマパスタッフ 

1/24（木） 親子ふれあいイベント ミヤマパスタッフ 

2/28（木） 親子ふれあいイベント ミヤマパスタッフ 

3/28（木） 親子ふれあいイベント ミヤマパスタッフ 

 フリーペーパーの据え置きをお願いした際にイベントの声掛けを頂き、ツタヤ様の社会貢献事業として気

軽に立ち寄れる店舗を目指し、定期的にミヤマパシアターを開催する事になる。 

 

ありの papa 

 別紙参照 

 

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 

6/25（月） 虐待を防止するための保護者支援学習会 放課後等デイサービス寺子屋ＭＯ

ＭＯ（宮崎市） 

10/24（水） 児童虐待防止及び対応のための講師研修会 

〜情報共有会〜 

宮崎市男女共同参画センター「パ

レット」 

7/26（木） 虐待を防止するための保護者支援学習会 吾田東小学校（日南市） 

8/22（水） 虐待を防止するための保護者支援学習会 三松小学校（小林市） 

8/23（木） 虐待を防止するための保護者支援学習会 大塚地域事務所（宮崎市） 

10/3（水） 虐待を防止するための保護者支援学習会 曽師保育所（宮崎市） 

10/29（月） 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） 

11/24（土） 虐待を防止するための保護者支援学習会 ちびっこランド（宮崎市） 

11/28（水） 虐待を防止するための保護者支援学習会 アメリカンキンデゥガーデン（宮

崎市） 

 昨年度と同じく 2名体制で講師を担わせて頂いた。また、講師研修会には講師以外の理事とスタッフが参

加した。当法人のありの papa メンバーにも研修を行い、父親として児童虐待防止に何が出来るかを改め

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 

5/8（火） 第 1回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

6/12（火） 第 2回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

7/10（火） 第 3回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

9/11（火） 未来みやざき子育て応援フェスティバル 2018出展者説明

会 

宮交シティ 

9/28（金） 宮崎県多様な子育て支援事業 

子育てキャラバン 

都城市立図書館・都城市子育て支

援センター「ぷれぴか」・日南市子

育て支援センター「ことこと」・油

津商店街 

10/8（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 

10/16（火） 第 4回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

11/10・11

（土・日） 

未来みやざき子育て応援フェスティバル 2018 宮交シティ（紫陽花ホール・アポ

ロの泉・ガリバー広場） 

12/11（火） 第 5回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

2/5（火） 第 6回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

 今年度は事務局長の黒木淳子が実行委員長を務め、理事長の二見が事務局として関わらせて頂き、企画・

運営も中心的に行った。また、フリぺ編集長の金丸も会議に参加し、副理事長の西田がフェスティバルに

出展するなど、多くのスタッフが関わり繋がりが広がった。 

 

みやざき子ども未来ネットワーク 

実施日 名称 場所 

4/19（木） 第 8回みやざき子ども未来ネットワーク理事会 宮崎市民活動センター 

5/24（木） 第 9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研修

室 

6/3（日） 子どもの貧困フォーラム 宮崎大学 

7/4（水） 第 10 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研修

室 

8/1（水） 第 11 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研修

室 

8/31（金） 第 12 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研修

室 

9/5（水） 第 13 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研修

室 

9/18（火） 大分県社会福祉協議会との交流会 デイサービス＆町の惣菜や みや

こや 

9/20（木） 宮崎県子どもの貧困対策人材育成研修延岡会場 延岡市社会教育センター 

9/27（木） 第 14 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研修

室 



 

10/10（水） 第 15 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研修

室 

10/31（水） 宮崎県子どもの貧困対策人材育成研修日南会場 日南市まなびぴあ 

11/7（水） 第 16 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研修

室 

11/18（日） Karada Gold Miyazaki フェスタ ＪＡアズム 

11/26（月） 贈呈式 宮崎県庁 7号館 4階 

11/29（木） 第 1回総会・第 17 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研修

室 

12/12（水） 第 18 回みやざき子ども未来ネットワーク理事会・人材育

成研修資料作成 

宮崎市民活動センター 

12/14（金） 宮崎県子どもの貧困対策人材育成研修懇親会 りょう garden 

12/15（土） 宮崎県子どもの貧困対策人材育成研修宮崎会場 宮崎県立看護大学中講義室３ 

12/18（火） 第 1回食でつながるフェスタみやざき実行委員会 宮崎市民活動センター 

1/9（水） 第 2回食でつながるフェスタみやざき実行委員会 宮崎市民活動センター 

2/16（土） 食でつながるフェスタみやざき 宮崎市清武文化会館 

3/6（水） 第 19 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」 

 みやざき子ども未来ネットワークとなり 1 年が経過した。当法人は理事長が理事として関わり、宮崎県子

どもの貧困対策人材育成研修や食でつながるフェスタみやざきなどのイベントにスタッフとともに活動

した。また、今年度も「子ども食堂マップ」製作を担当した。 

 当法人の役割としては広報ということで「宮崎の食材を使ったカレーを全国の子ども食堂へ届けよう」ク

ラウドファンディング事業ではＦＢやブログで呼びかけを行ったが目標金額に届かなかった。 

 次年度に向けて法人化の動きがある。宮崎市子ども食堂コーディネーターとしての活動の部分で何かお役

にたてないかと思っている。 

 

 

 

 

 

 

 

    

理事会      宮崎県子どもの貧困対策人材育成研修   食でつながるフェスタみやざき 

 

特定非営利活動法人マミーズサミット・全国ネット 

 総会へは参加できなかったが、1/31 に香川県の中橋氏とミニマミサミを行い当法人の活動について助言

を頂いた。その他はエネ活ブック「エネルギーウーマン」vol.1 の配布を協力できた。 

 大阪・愛媛の会員が退会し、北海道と大分に新たな会員が誕生した。会員数は 20 名程。 

 

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 

6/22（金） 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

入札室 

中部農林振興局 

地域農政企画課 

7/5（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研修

会 

ニューウェルシティーホテル 中部農林振興局 

地域農政企画課 

9/27（木） 「味覚の授業」の実施に係る事前説

明会 

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 7号館 742号室 中部農林振興局 

地域農政企画課 

 今年度は会議への参加しかできなかった。次年度は当法人としての関わり方を模索したい。 

 

事業内容 

５. その他（委託事業・補助事業） 

ア 宮崎県 

イ 宮崎市 

 

事業の成果 

平成３０年度多様な子育て環境づくり支援事業費補助金 

 別紙参照 

 

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 

 

その他講師派遣 

実施日 名称 依頼先 派遣者名 

6/23（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 

2/2（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 

10/20（土） 九州沖縄のこども食堂がつながる研修会 阿蘇熊本空港ホテルエミナース 黒木淳子 

10/21（日） 朝日こども未来九州ブロック大会 熊本学園大学 黒木淳子 

12/1（土） 

12/2（日） 

1/19（土） 

宮崎県男女共同参画地域推進員養成講座 宮崎県男女共同参画センター 黒木義之 

寺園友一 

 



 

その他 

実施日 名称 備考 

11/18（日） 家族の日フォーラム（主催：内閣府・宮崎県） ＭＲＴミック ダイヤモンドホール 

2/2（土） 食べきり宣言フォーラム 宮崎市民プラザ 

 

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 

4/4（水） 4 月理事会 宮崎市民活動センター 

5/16（水） 5 月理事会 宮崎市民活動センター 

6/20（水） 6 月理事会 宮崎市民活動センター 

7/10（火） 7 月理事会 宮崎市民活動センター 

8/7（火） 8 月理事会 宮崎市民活動センター 

9/18（火） 9 月理事会 宮崎県男女共同参画センター交流室 

12/4（火） 10～12月理事会 宮崎市民活動センター 

1/16（水） 1 月理事会 宮崎市民活動センター 

3/7（木） 2～3月理事会 宮崎市民活動センター 

 


