
令和３年度事業報告書 

(令和３年４月１日から令和４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 

 フリーペーパー発行事業 vol.56～59 10,000 部×4 回 

 

事業の成果 

⚫ フリーペーパー「みやマパ」vol.56～59 は、vol.56，57（4 月、7 月）をフルカラー12 ペ

ージ各 10,000 部発行。vol.58 よりリニューアルし、サイズをＡ４へ、ページ数を８ペー

ジへ更した。また、印刷会社をネット印刷にしたことでコストの削減をすることができ

た。紙が薄くなったことで、折りたたむことができるようになってよくなった。見やすく

なったとの声も聞かれた。 

⚫ 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。編集部の慢性的な人員不

足ではあるが、一部のコーナーを担当してくれるスタッフもいる。 

ＳＮＳを活用した情報発信を強化し、引き続き子育て世代の情報受信のニーズを研究し有

効に活用できるよう運用していく。 

 

事業内容 

２. 会員の自主的な活動の援助・育成 

 

事業の成果 

ア 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 

4/16（金） みやマパミニ講座 理学療法士・新地美穂氏 中止 

5/28（金） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 中止 

6/29（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 中止 

7/2（金） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 中止 

8/10（火） みやマパミニ講座 理学療法士・新地美穂氏 中止 

9/14（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 中止 

 

 

 

 



 

 

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 

4/27 

（火） 

みんなであそぼ！ 

ともだちをつくろう！ 

子育てサロンあいあい 中止 

 

5/25 

（火） 

みんなであそぼ！ 

ともだちをつくろう！ 

子育てサロンあいあい 中止 

6/22 

（火） 

みんなであそぼ！ 

ともだちをつくろう！ 

子育てサロンあいあい 中止 

7/27 

（火） 

みんなであそぼ！ 

ともだちをつくろう！ 

子育てサロンあいあい 中止 

 

8/24 

（火） 

みんなであそぼ！ 

ともだちをつくろう！ 

子育てサロンあいあい 中止 

 

9/28 

（火） 

みんなであそぼ！ 

ともだちをつくろう！ 

子育てサロンあいあい 中止 

 

 

感染症対策のため中止が続いた。会場であるタマホームの意向で 10 月以降休止とした。 

 

イ ママ・パパ向けのイベント 

今年度は事業なし 

 

ウ ありの papa 

⚫ フリーペーパー「ミヤマパ」コラム掲載 

育児の悩みにパパが答える相談コーナーとして連載 

⚫ 交流会 

11/15（月）ありの papa 交流会 場所：源平亮輔 

⚫ 「先輩現役パパが本音で話す子育て講座」（ファザーリングジャパン主催） 

7/17（土）北九州市ココクル平野メンバーより黒木が参加 

⚫ 「パパとつくろう！おやつ＆フォーク」（一般財団法人つの未来まちづくり推進機構） 

11/28（日）ＢＵＮＭＥＩチャレンジカフェ 

都農町内の保育施設を利用する子ども（3 歳以上）とその父親 8 組 

フォークづくりの講師としてメンバーより上口が参加。 

⚫ その他 

7/29（木）ありの papa ミーティング（zoom） 

1/12（水）宮崎県内の子育てに関するアンケート協力 



 

 

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 

・フリーペーパー「ミヤマパ」への広告掲載を行った。 

 

イ まちづくりコーディネート事業 

宮崎県地域づくりネットワーク協議会 

実施日 場所  実施日 場所 

4/19（月） Zoom  8/30（月） Zoom 

6/29（火） Zoom  9/14（火） Zoom 

7/17（水） Zoom  10/26（火） Zoom 

8/7（土） NPO 協働センター  1/14（金） NPO 協働センター 

 

 

ウ 児童虐待防止ネットワーク事業 

●宮崎子育てネット（児童虐待防止ネットワーク） 

実施日 名称 場所 

7/16（金） 虐待を防止及び対応のための研修 吉野保育園（宮崎市） 

9/18（土） 体罰によらない子育て等の研修 ＮＰＯ法人ＰＴプラネット

みやざき（宮崎市） 

10/18 

（月） 

第 1 回宮崎子育てネット研修会 みやざき NPO・協働支援セン

ター 

10/27

（水） 

虐待を防止するための保護者支援学習会 

体罰によらない子育て等の研修 

医師会館 

2/25（水） 虐待を防止及び対応のための研修 波島保育園（宮崎市） 

3/17（木） 虐待を防止及び対応のための研修 日章学園高校（宮崎市） 

11/30

（火） 

体罰によらない子育て等の研修 串間市総合保健福祉センタ

ー（串間市） 

12/23

（木） 

第 1 回宮崎子育てネット研修会 みやざき NPO・協働支援セン

ター 

 

 

 



 

 

●子育てネットワークみやざき（未来みやざき子育て応援フェスティバル実行委員会） 

実施日 名称 場所 

7/13（火） 第 2 回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

9/7（火） 未来みやざき子育て応援フェスティバル 2021

出展者説明会 

Zoom 

9/24（金） 第 3 回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

10/2（水） 第 4 回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

11/13・14

（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） 

12/8（火） 第 5 回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

12/18

（土） 

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 

2/8（火） 「体罰によらない子育て」オンライン研修会 Zoom 

 

●みやざき子ども未来ネットワーク 

・今年度より事務局長の黒木が理事を退任し、理事長大山が理事に就任した。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 

・5 月のオンラインピッチに団体の紹介動画で参加した。その他、ｆａｃｅｂｏｏｋ等で情報

交換を行なっている。 

 

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 

6/2（水） みやざき食と農を考える県民会議総会 ニューウェルシティ宮崎 中止 

6/2（水） 食育ティーチャー会議 県庁 5 号館 511 号 中止 

 

 

 

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 

ジョイントベンチャーで業務は分担とするが、代表構成団体が特定非営利活動法人みやざ

き子ども文化センターのため、会計処理に関してはすべて子ども文化センターの業務となっ

ている。当団体での会計処理は行っていない。 

 

その他講師等派遣 

実施日 名称 依頼先 派遣者名 

3/19

（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 

 

その他 

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 

黒木淳子 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 

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 

宮崎市子ども・子育て会議委員 大山泰子 宮崎市子育て支援課 

 

理事会 

実施日 名称 場所 

4/22（木） 4 月理事会 Zoom 

5/20（木） 5 月理事会 Zoom 

6/29（土） 6 月理事会 Zoom 

7/10（土） 7 月理事会 市民活動センター 

8/25（水） 8 月理事会 Zoom 

11/3（火） 11 月理事会 Zoom 

1/15（土） 1 月理事会 英光株式会社 

2/10（木） 2 月理事会 Zoom 



 


