
 

平成２６年度事業報告書 

(平成２６年４月１日から平成２７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.28～31 10,000部×4回 

イ 子育て携帯メルマガ発信事業 

ウ インターネットＴＶ事業 ミヤマパ TV 75～80話放送 

 

事業の成果 

 フリーペーパー「ミヤマパ」は年 4 回 10,000 部発行が定期的に発行できている。スタッフ募集のコーナ

ーを見て問い合わせされる方も多くなった。読者が読みたい情報を提供できるよう、紙面の充実を図りた

い。 

 インターネット TVは MIBtv様がボランティアで制作して下さっていたお陰で 80話までお届けすることが

出来た。継続できなくなったことは残念だが、宮崎県子育て応援カードキャンペーンの番組制作で新たな

告知が出来たことは良かった。 

 

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 

 

事業の成果 

パネルシアター 

名称 場所 実施日 

サークル「ちゃいっこ」 平和が丘児童センター 4/17,5/15,6/12,9/30,10/16,11/20，

12/11,1/22,2/19,3/19 

※全て木曜日 

子育て交流ひろば 霧島児童館 12/16（火）,3/3（木） 

親子講座 平和が丘保育園子育て支援セン

ター 

5/26（月） 

ミヤマパミニ講座 inエムプラ エムプラ ※下記参照 

ミヤマパミニ講座 inタマホーム タマホーム ※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 

4/17（木） 親子で楽しむストレッチ講座 大迫将士氏 

4/24（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 

5/13（火） アロマとホームケア 本山裕子氏 

5/29（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 

6/10（火） 足育講座 成田あす香氏 



 

6/29（木） ミヤマパシアター  ミヤマパスタッフ 

7/17（木） ハピマママルシェ  

8/5（火） コモンセンスペアレンティングプログラム 原田和代氏 

9/9（火） だっことおんぶの講座 栁田小百合氏 

9/25（木） ミヤマパシアター  ミヤマパスタッフ 

10/14（火） だっことおんぶを楽しもう 栁田小百合氏 

10/30（木） ミヤマパシアター  ミヤマパスタッフ 

11/11（火） だっことおんぶを楽しもう 栁田小百合氏 

11/27（木） ミヤマパシアター  ミヤマパスタッフ 

12/25（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 

1/13（火） アロマを使った抗菌スプレー・重曹クレンザー

作り 

水谷聡子氏 

1/29（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 

2/10（火） プチ手芸 馬場志穂氏 

2/26（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 

3/26（木） ミヤマパシアター ミヤマパスタッフ 

 

ミヤマパミニ講座 inタマホーム延岡 

実施日 名称 講師名 

5/27（火） 産後の身体と血めぐりについて 田丸喜代子氏 

7/8（火） 呼吸とおっぱい体操 田丸喜代子氏 

9/9（火） 美ままストレッチ 田丸喜代子氏 

10/10（金） 体幹を意識した日常生活 田丸喜代子氏 

1/27（火） ママのお楽しみ会 椎屋翠鈴氏 

2/17（火） ママのお楽しみ会 椎屋翠鈴氏 

3/10（火） ママのお楽しみ会 椎屋翠鈴氏 

 

ミヤマパミニ講座 inタマホーム都城 

実施日 名称 講師名 

5/22（木） ハープの癒しと楽しいレクリェーション 堀之内聡子氏・ミヤマパスタッフ 

6/12（木） 笑顔いっぱい！元気印！手遊び・絵本でみんな

で遊ぼう！！ 

ミヤマパスタッフ 

7/10（木） 笑顔いっぱい！元気印！手遊び・絵本でみんな

で遊ぼう！！ 

ミヤマパスタッフ 

8/21（木） 笑顔いっぱい！元気印！手遊び・絵本でみんな

で遊ぼう！！ 

ミヤマパスタッフ 

9/11（木） 笑顔いっぱい！元気印！手遊び・絵本でみんな

で遊ぼう！！ 

ミヤマパスタッフ 

10/9（木） 親子でできる、楽しく骨盤体操＆ストレッチ講

座 

大迫将士氏 

11/11（火） 子育てパパによる、マネーセミナー 瀬野貴広氏 



 

12/15（月） クリスマス・プチコンサート アンサンブルチェリー 

1/22（木） 親子でできる、楽しく骨盤体操＆ストレッチ講

座 

大迫将士氏 

2/19（木） 親子でできる、楽しく骨盤体操＆ストレッチ講

座 

大迫将士氏 

3/19（木） 親子でできる、楽しく骨盤体操＆ストレッチ講

座 

大迫将士氏 

 ミヤマパミニ講座 inタマホームがはじまり８月で１年になったので、フリーペーパー「ミヤマパ」でご

紹介しているお店や「ミヤマパＴＶ」でご出演頂いただいた方と直接交流できる機会を作ろうと企画した

「ハピマママルシェ」が大変好評であった。 

 ミヤマパミニ講座 inタマホームはこれまで宮崎支店のみの開催であったが、都城営業所・延岡営業所の

開催を希望されたので、都城営業所は都城市在住のスタッフ、延岡営業所は協力いただける方を交渉し、

定期的に開催できる体制を整えた。しかし、当法人のみの情報発信では認知度が低く、なかなか集客でき

ていないのが課題だ。来年度は宮崎市以外での周知の方法に力を入れていきたい。 

 

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 町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 

 「ハピマママルシェ」や「未来みやざき子育て応援フェスティバル 2014」への出店依頼や行政への紹介

等を行った。 

 

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） 

 事業実施なし 

 

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 

4/15（火） 打ち合わせ会 みやざき子ども文化センター 

4/18（火） 第 1回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

5/28（火） 第 2回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

6/18（水） 第 3回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

7/16（水） 第 4回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

9/4（木） 第 5回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

9/9（火） 未来みやざき子育て応援フェスティバル 2014 

出展者説明会 

宮交シティ（紫陽花ホール） 

10/2（木） 宮崎県子育て支援団体ネットワーク形成事業 

研修会及び交流会 

みやざき県民協働センター 

KITEN3F 

10/9（木） 第 6回実行委員会 みやざき子ども文化センター 



 

10/28（火） 平成 26年度未来みやざき子育て県民運動推進協議会総会 

・少子化対策フォーラム 

宮崎観光ホテル東館 3 階 

11/7（金） 第 7回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

11/15・16

（土・日） 

未来みやざき子育て応援フェスティバル 2014 宮交シティ（紫陽花ホール・アポ

ロの泉・ガリバー広場） 

11/26（水） 宮崎県子育て支援団体ネットワーク形成事業 

講演会 

宮崎市民プラザ 4階大会議室 

12/11（木） 第 8回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

1/22（木） 第 9回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

〃 女性のチャレンジワンストップ相談会 宮崎市民プラザ 1階ホワイエ 

2/24（火） みやざき子育てネットワーク児童虐待防止研修 宮崎市総合福祉保健センター 

3/4（水） 宮崎県子育て支援団体ネットワーク形成事業 

子どもの貧困を考える勉強会 

宮崎市民プラザ 4階大会議室 

3/24（火） 第 10 回実行委員会 みやざき子ども文化センター 

 

地域と市民活動の元気創出活性化事業実行委員会 

実施日 名称 場所 

9/24（水） 第 1回実行委員会 宮崎市民活動センター 

10/15（水） 第 2回実行委員会 宮崎市民活動センター 

11/13（木） こどもブースの話し合い 宮崎市民活動センター 

11/19（水） 第 3回実行委員会  宮崎市民活動センター 

12/21（日） 第 4回実行委員会  宮崎市民活動センター 

1/19（木） こどもブースの話し合い 宮崎市民活動センター 

1/21（水） 第 5回実行委員会  宮崎市民活動センター 

2/16（月） 事前説明会 宮崎市民活動センター 

〃 第 6回実行委員会 宮崎市民活動センター 

3/18（水） 第 7回実行委員会 宮崎市民活動センター 

3/21（土） 来てみないよ！みんなで輪っしょい！みやざき！ 宮崎市民プラザ 

 

ＮＰＯ法人マミーズサミット・全国ネット 

実施日 名称 場所 参加者名 

4/16（水） 第 47 回原産年次大会（マミーズサミット in 東京） 東京国際フォーラ

ム（東京都） 

二見志信 

1/20（火） ダブルケアシンポジウム（マミーズサミット in横浜） フォーラム南太田

（横浜） 

二見志信 

 今年度のみやざき子育てネットワーク実行委員会では、理事長の二見が実行委員長を務め、フェスティバ

ル以外の行事にも代表として積極的に参加し、研修講師を務める等活動に広がりが出来た。 

 全国の女性企業家で作る NPO 法人マミーズサミット・全国ネットでは、会員として原産年次大会やダブル

ケアシンポジウムに参加することにより、日本が直面している問題について知ることが出来た。 

 

事業内容 



 

４.  食育に関する事業 

 

事業の成果 

ミヤマパミニ講座 inエムプラ 

実施日 名称 講師名 

7/18（金） おんぶ deクッキング 石坂美和子氏・栁田小百合氏 

8/6（水） 親子 deパン作り 石坂美和子氏 

9/25（木） お月見を楽しもう 石坂美和子氏・ミヤマパスタッフ 

11/22（土） お米について学ぼう！ 石坂美和子氏・福田米穀店   

12/20（土） 親子 deツリーパンを作ろう！ 石坂美和子氏 

2/23（月） 味噌作り 吉田努氏 

3/16（月） 和菓子とおいしいお茶のお話 石坂美和子氏 

 宮崎市の中心地にママ達の居場所を作りたい！という企業とミヤマパとのコラボ企画で開催したが、内容

によって参加人数にバラつきがあり、申込者がおらず開催できない月もあった。次年度はアンケートで希

望の多かった離乳食についての講座を開催するなど、参加者が増えるよう内容や告知方法を検討したい。 

 

事業内容 

５. その他（委託事業・補助事業） 

ア 宮崎県子育て応援カードプレゼントキャンペーン委託事業 

イ 宮崎市育児マップ委託事業 

ウ 宮崎県子育てコーディネーター活動促進事業 

 

事業の成果 

宮崎県子育て応援カードプレゼントキャンペーン委託事業 

※別紙参照 

 

宮崎市育児マップ事業 

紙媒体：7,000部＜A5 版（A2 三度折り）・コート 90K・両面カラー刷り＞ 

電子媒体：CD-R 1 枚＜PDF データ＞ 

製作期間：契約日（平成 26 年 9月 22日）～平成 26年 12 月 15日 

納品場所：宮崎市健康支援課 

 

宮崎県子育てコーディネーター活動促進事業 

実施日 名称 場所 参加人数 

12/12（金） ハピマママルシェ タマホーム宮崎支店 115名 

2/12（木） 助産師と地域子育て支援センターを繋ぐ交流会 宮崎市総合福祉保健センタ

ー2階研修室 

38 名 

3/23（月） ハピマママルシェ タマホーム宮崎支店 149名 

 今年度、宮崎県と宮崎市より法人として初めて委託事業を受けることが出来た。メディアで取り上げても

らう機会も増え、より広くの方に法人の活動を知って頂くことが出来たのではないか。今後も、自主事業

だけでなく、委託事業や助成事業などにも取り組んでいきたい。 

 



 

その他の講師派遣 

実施日 名称 依頼先 派遣者名 

10/15 スタッフ研修～繋がることの大切さ～ 矯正小児ひまわり歯科 二見志信 

11/20（木） 働く先輩ママとのお話し会 お母さん学校プロジェクト 二見志信 

12/20（土） 恋と体と命のこと、妊娠・出産を考える講演会 

第 2 部トークショー 

株式会社 AVC放送開発 

（宮崎県主催） 

二見志信 

2/21（土） 宮崎の子育て支援をとりまく社会資源〜つな

がる子育ての輪〜 

Ｒｅ+（リプラス） 二見志信 

 

その他研修 

実施日 名称 場所 参加者名 

7/31（木） 平成 26年度地域福祉コーディネーター

養成研修 第 1 日目 

宮崎観光ホテル西館 9 階「グレイス

ホール」 

二見志信 

田部由梨 

8/1（金） 平成 26年度地域福祉コーディネーター

養成研修 第 2 日目 

宮崎観光ホテル西館 9 階「グレイス

ホール」 

二見志信 

田部由梨 

8/25（月） 平成 26年度地域福祉コーディネーター

養成研修 第 3 日目 

宮崎観光ホテル東館 3 階「緋耀」 二見志信 

田部由梨 

8/26（火） 平成 26年度地域福祉コーディネーター

養成研修 第 4 日目 

宮崎観光ホテル西館 8 階「ブリリア

ントホール」 

二見志信 

田部由梨 

9/10（水） 平成 26年度地域福祉コーディネーター

養成研修 第 5 日目 

平成 26年度地域福祉コーディネーター

連絡会議 

シーガイアコンベンションセンタ

ー3階「瑞洋」 

二見志信 

田部由梨 

 

委嘱委員 

委員会名 委嘱者名 備考 

宮崎市男女共同参画基本計画策定 市民作業部会 留野直樹 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 

市民活動推進委員会委員 長友宮子  

働く婦人の家運営委員会委員 長友宮子  

 

会議 

実施日 名称 場所 

5/22（火） 5 月理事会 

第 1回通常総会 

宮崎市民プラザ 3階 

6/30（月） 6 月理事会 宮崎市民プラザ 3階 

8/6（水） 7・8月理事会 宮崎市民プラザ 3階 

9/20（土） 9 月理事会 宮崎市民プラザ 3階 

12/27（土） 10～12月理事会 理事長自宅 

4/27（月） 1～4月理事会 よどはん 

 


