
令和２年度事業報告書 

(令和２年４月１日から令和３年３月３１日) 

特定非営利活動法人みやざきママパパ happy 

事業活動について 

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.52～55 10,000部×4 回 

 

事業の成果 

・フリーペーパー「ミヤマパ」vol.52～55は、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 390 箇所、県外 11 箇所配布。 

・配布先の中で、据置部数が減らないこともあったので、部数を見直し、配布協力の 

幼稚園保育園を増やした。（追加８園） 

 ・新型コロナウイルス感染症対策の為、自宅で過ごす時間が増え「ゆっくりと読む事 

が出来た」とのご意見も頂いた。 

 ・広告では、広告主様が５年ほど前子育てしていた頃に、みやマパを読んで頂いてお 

り、「今回、販売したいものがあり、フリーペーパーを思い出した」との事で広告 

につながった。 

   

今後の課題 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、取材や配布作業について安全面 

を考慮する必要がある。 

・売り上げに影響の出ている広告主様もあり、広告継続が難くなることも予想される 

ため営業を強化していきたい。 

・編集部の人員不足が続いており、編集長 1人に対する負担が大きくなっている。 

 今後、編集部の編成を変えるとともに人員について増員の必要がある。 

・フリーペーパーをホームページ上でデジタル版として掲載するなど、SNS を活用し 

た情報発信など、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に 

運用していく。 

 

 



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 

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  備考 

4/3（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ   中止 

5/21（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ  中止 

6/18（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 10 名  

7/16（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ ４名  

8/25（火） ミヤマパミニ講座 助産師楢原さん  中止 

9/17（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ  中止 

10/29（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 6 名  

11/24（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ  中止 

12/15（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ  中止 

1/26（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ  中止 

2/16（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ  中止 

3/16（火） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ  中止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題 

・新型コロナウイル感染症の中でも、申し込みが多くあ 

ったが、感染症対策の為中止が続いた。 

代替案の案内や、場所を変更しての開催など、今後検 

討する必要がある。 

・中止が続くと、イベントの継続について危惧される。 

・シアター担当のメンバーと、今後の運用について話し 

合い運営方針を決めていきたい。 



＊ミヤマパミニ講座 in タマホーム都城営業所 

「子育てサロンあいあい」とのコラボ企画 

みんなであそぼ！ともだちをつくろう！〜音あそびとママ向け絵本の読み聞かせ〜 

実施日 名称 講師名 人数 備考 

4/23（木） 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 

5/28（木） 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 6 名  

6/23（木） 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 10 名  

7/21（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 10 名  

8/27（木） とみんなであそぼ！ 

ともだちをつくろう！ 

子育てサロンあいあい  中止 

9/24（木） 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 

10/27（火） とみんなであそぼ！ 

ともだちをつくろう！ 

子育てサロンあいあい 6 名  

11/24（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 

12/22（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 

1/26（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 

2/25（木） 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 

3/23（火） みみんなであそぼ！ 

ともだちをつくろう！ 

子育てサロンあいあい  中止 



 

 

 

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」コラム連載 

＊交流会  

７月 11 日(土)ミヤマパ研修・親睦会 

   11 月 22 日(日)ありの papa 交流会 

＊児童虐待防止研修  9 月 18 日(金)講師：甲斐秀幸氏 会場：市民プラザ 

＊九州パパサミット（ファザーリングジャパン九州主催） 

  8 月 28 日(金)オンライン開催。メンバーより黒木が県代表として参加。 

＊「パパとつくろう！ トントンとげとげ」 

（一般財団法人つの未来まちづくり推進機構） 

 12 月 15 日(日)宮崎大学清花アテナ男女共同参画推進室共催イベント 

  10 組限定で工作イベントに加え、パパ同士の子育てトークイベントにメンバー 

より上口が参加。 

・子育てをサポートする団体とのコラボができることで、相 

乗効果があり、関わることのできる親子が増えた。 

課題 

・中止が多かったため、子育てサロンあいあいさんとの連携 

や合意形成を行うの難しい状況となった。 

・受付業務やアンケート、金銭のやりとりなど、サポートす 

る面での課題があった。 



＊その他 

   10 月 10 日(土) 子ども食堂勉強会 運営補佐 

   3 月 10 日(水) ありの papa ミーティング（オンライン） 

 

 

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」への広告掲載とサポートを行った 

イ まちづくりコーディネート事業 

  今年度は事業なし 

ウ 児童虐待防止ネットワーク事業 

  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 

11/20

（金） 

体罰としつけの違いについて考えるワー

クショップ 

令和２年度宮崎県ファミリー・サポー

ト・センターアドバイザー等研修会 

みやざき NPO・協働支援

センター 

12/16

（水） 

虐待を防止するための保護者支援学習会 

子どもとメディアみやざき第２回勉強会 

宮崎市民プラザ４階大

会議室 

12/25

（金） 

体罰等によらない子育てを広げよう！ 小林秀峰高等学校 

・新型コロナウイルス感染症の流行拡大により、派遣回数が減った。 

・令和元年６月に児童福祉法等改正法が成立し、親権者等は児童のしつけに際して 

体罰を加えてはならないことが法定化され、令和２年４月から施行された。そこ 

で新たに「体罰等によらない子育て」の講座も担うことになった。 

 

エ 子育てネットワークみやざき 

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ﾊﾞﾙ実行委員会） 

実施日 名称 場所 

6/16（火） 第 1 回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

7/21（火） 第 2 回実行委員会 みやざき子ども文化センター 



8/28（金）

8/29（土） 

未来みやざき子育て県民運動 10 周年事

業 

ﾌｧｻﾞｰﾘﾝｸﾞ全国ﾌｫｰﾗﾑ㏌みやざき 

JA アズム 

9/1（火） 第 3 回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

10/6（火） 第 4 回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

11/7（土） 未来みやざき子育て応援ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2020 宮交シティ（アポロの泉） 

12/16（水） 第 5 回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

1/30（土） 令和 2 年度宮崎県多様な子育て環境づく

り支援事業「からだのおかしさを科学す

る」 

講師：日本体育大学教授 野井真吾氏 

NPO ハウス・zoom 

3/10（水） 第 6 回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

 

オ みやざき子ども未来ネットワーク 

・主には支え合いの地域づくりネットワークとして加入している。 

・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 

カ 支え合いの地域づくりネットワーク（宮崎市子ども食堂ネットワーク応援業務） 

支え合いの地域づくりネットワーク事業報告書参照 

キ 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 備考 

3/9(火) 特定非営利活動法人マミーズサミット・全国ネッ

ト 2021 年総会 

zoom  

 

４.食育に関する事業 

食育ティーチャー 

・今年度も昨年度に引き続き親子 cooking を計画していたが、新型コロナウイルス感染拡 

大防止による会場の閉鎖などにより開催を断念した。次年度は感染防止対策をし、食育 

事業に取り組んでいきたい。 

 

 

 



５. 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 

 

 

理事会 

実施日 名称 場所 

6/8（月） 6 月理事会 市民活動センター 

7/11（土） 7 月理事会 大衆ぐりる 

8/3（月） 8 月理事会 zoom 

9/7（月） 9 月理事会 zoom 

10/6(火) 10 月理事会 市民活動センター 

11/5（木） 11 月理事会 市民活動センター 

12/1（日） 12 月理事会 市民活動センター 

1/12（火） 1 月理事会 zoom 

2/11（木） 2 月理事会  株式会社英光 

 

 


