
ホノホノとはハワイの言葉で“ぶらぶら”や“散歩”という意味です。 
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Topic. NPO法人 Murark   

  
     

ホームページ 
http://www.tsunasaga.jp/plaza/facebook 

https://www.facebook.com/tsunasaga.plaza 

会議室の利用や掲載内容に関する問い合わせは 
佐賀市白山二丁目1-12 佐賀商工ビル7F 
開館時間９時～22時 年末年始以外無休 

TEL:0952-40-2002  
FAX:0952-40-2011 

市民と市民活動団体、NPO、ボランティアの皆さん等を結び付け情報交換や交流を促進する。 
その拠点が市民活動プラザです。 

 

あたらしい山村移住の 
       カタチを目指して 

TOPIC 
NPO法人  Ｍurark(ムラーク)       

僕の出番もそろそろ終わり！！ 
よいお年を～！！ 

年末年始の業務について 
平成29年は12月28日（木）22：00まで開館。年末年始の休館日 は、12月29日（金）～1月3日（水）です。 
平成30年は1月4日（木）9：00から業務を開始します。 
本年もプラザをご利用して頂きありがとうございました！！来年も皆さまのご利用をお待ちしております。 

NPO法人Ｍurark（理事） 
田中 一平さん 

福岡県から田舎暮らしと有機農業を
やりたくて富士町に移住。 
“みつせCUBE”を中心に活動中！ D 

A B 

E 

F 

A：みつせCUBE内にあるギャラリー1  B：みつせCUBE内にあるギャラリー2  C：ミーティングスペース  
D：下校途中に立ち寄った小学生達   E：お客さんたちで賑わっている様子  F：田中さんと堀さん（黒板の前にて） 

C 

Q：NPO法人Murark（以下：Murark）の設立準備としての動き   
      はいつごろ始まったのですか？？ 
A：2015年の秋ごろに旧富士小学校跡地で、私が、フジフェス  
      ティバル（以下：フジフェス）の開催に携わりました。   
      フジフェスを開催するまでの過程で、やりたいことがやれな 
      くて、動きづらさを感じました。また富士や三瀬に移住者が 
      増え始めた時期でもあって、地域と移住者の調整の役割も  
      あったほうがいいと思うようにもなっていました。 
   ちょうど、そんなときに佐賀北商工会の三瀬支所の建物が空 
      き、活用の話をいただき、そこから、今の仲間とMurark設立 
      の動きになりました。 
Q：現在の活動などを教えてください。 
A：レンタルオフィス、カフェの運営とイベント開催や情報発信  
      などを中心に活動をしています。 

A：空き家問題や移住したい人、移住した人への支援に特に力を 
      入れていきたいですね。「みつせCUBE」で、移住したい人 
      に対して、チャレンジショップや移住に必要な情報、移住の  
      ノウハウ、集える場などの支援を本格化していきたいですね。 

Q：設立して1年過ぎましたが、今後の活動や事業は、どのよう 
      に予定していますか？？ 

Q：山村地域となると、やはり農業関係を中心にした移住支援と   
      いうことになっていきますか？？ 
A：もちろん農業をしたくて佐賀市北部山間地（三瀬・富士・大 
      和松梅エリア）（以下：北部エリア）に移住してくるのは大 
      歓迎ですし応援していきます。でも、「田舎=農業だけが働 
      き方だけではないよね」ってこと伝えたいですね。 
      北部エリアは、福岡に近いため音楽家、芸術家、貿易関係で    
      働いている人もいます。田舎だけど、色々な働き方もできる 
      し、佐賀市中心部や福岡方面に通勤もできるし、週末のみの   

Q：なるほど。ということは、Murarkは、移住したい人や移住し 
      た人を主に活動のターゲットにしているということですか？ 
A：うーん。地域の方と外の方の両方ですかね。地域の方は、北    
       部エリアには良いところがあるのに当たり前になってしまい、   
      何も無いと言ってしまいます。 
      また、移住をしたけど、理想のイメージと現実とのギャップ  
      が大きいのか、北部エリアの本当の良さが伝わる前に出て   
      いってしまう人もいて残念ですね。 
      だから、北部エリアの本当の良さを内にも外にも気づいても  
      らいたいから、両方がターゲットになりますね。 
Q：今、悩んでいることや課題などは、ありますか？？ 
A：ヒト・モノ・カネでいったら、ヒトが足りていないですね。  
      新しい働き方を考えている方、働き方のアイデアを一緒に考  
      えてくれる方を募集中です！！ 

Q：最後に一言お願いします！！ 
A：そうですね・・・。移住者が増えたとはいえ人口は減ってき 
      ています。北部エリアの子どもたちに、今、北部エリアで住      
      んでいる大人たちの“かっこいい”姿を見せて、将来、北部エ  
      リアに住んでもらえるようにしていきたいですね。そのため 
      には、地域の方、移住者関係なく、お互いに出来ないことを 
    認め合い、助け合って盛り上げていきたいですね！！ 

みつせCUBE  DATA 
<営        業>：金・土・日・月 11：00～15：00 
<所  在  地>：佐賀市三瀬村三瀬2764−1 
<カ  フ  ェ>：コーヒー・紅茶・アルコール・スイーツ 
<オフィス>：移住相談受付及び空き家活用相談 
       ：山間地の観光案内 
                    ：主催イベント・事業の運営 
       ：山間地での事業づくりのお手伝い 
       ：みつせCUBE レンタル利用受付 
<お問合せ>：TEL：080-5206-6674（いつでもお気軽に） 

佐賀市北部の山間部、かつ福岡市に隣接する三瀬で、新たな
ムーヴメントが始まっているとの噂を聞きつけて、NPO法人 
Ｍurarkの田中 一平さんに活動についてお話を伺いました。 

 移住もできるよって、そういう新しい働き方や暮らし方とし 
 ての支援をしていきたいと考えています。 

編集後記 
「冬眠したい！！」と強く思う季節になってきました。なんで人間は冬眠をしないんだろうかと不思議になります。 
もう12月。だんだん年末が迫るにつれて、慌ただしくなり日常に振り回されてしまうことが多くなってきますね・・・。 
そんなときだからこそ、視点を変えて「日常のなかの非日常」を探すように心がけるようにしていきたいです。 



広報 

助成金情報 
締切 助成金支援タイトル 分野 募集団体 

12/24 2018年度 国際交流助成 国際 公益財団法人 双日国司交流財団 

12/31 第14回 精神障害者自立支援活動賞（リリー賞） 保健 
福祉 

認定特定非営利活動法人 
地域精神保健福祉機構 

12/31 ＬＵＳＨ ＦｕｎＤ 防災 
環境 

株式会社ラッシュジャパン 
チャリティバンク事務局 

12/31 第7回 杉浦地域医療振興賞 保健 
福祉 

公益財団法人  
杉浦記念財団 

H30 
1/10 未来につなぐふるさと基金 環境 公益財団法人  

パブリックリソース財団 

H30 
1/10 2018年度 音楽活動・国際交流・研究等への助成 芸術 

文化 
公益財団法人 

かけはし芸術文化振興財団 

日時 インベント名 料金 場所 お問い合わせ 

12/16 コレクティブ 
インパクトの実践とは 1,000円 ロイヤルチェスター佐賀 

佐賀市天神1-1−28 
公益財団法人  

佐賀未来創造基金 
TEL：0952-26-2228 

12/17 
第61回  
労福協 

 無料法律相談会 
無料 佐賀県労働会館 3階 

佐賀市神野東4-7-3 
一般社団法人 

佐賀県労働者福祉協議会 
TEL：0120-913-536 

H30 
1/6 

薬膳ってどんなの？！
～今日から始める 
かんたん薬膳の話～ 

無料 アバンセ4階第4研修室 
佐賀市天神3-2−11 

アバンセ 
FAX：0952-25-5591 

 

薬膳インストラクター：中村  
E-mail：

3.place.sin07@gmail.com 

締切 募集名 内容 分野 お問い合わせ 

随時 国際交流ボランティア募集 

通訳、翻訳 
日本語指導 

日本の歴史・文化紹介 
ホームステイの受入 

医療通訳 

国際 
公益財団法人 

佐賀県国際交流協会 
TEL：0952-25-7921 
FAX：0952-26-2055 

12/22 「さが桜マラソン大会」 
ボランティア参加募集 

給水所での準備、  
走路確保 

会場での業務 
スポーツ 

さが桜マラソン大会 
事務局 

TEL：0952-27-0728 
9：30～17：30 
土日祝日を除く 

H30 
1/8 

佐賀城本丸歴史館 
「新規ボランティア募集」 

ガイド班：9名程度 
外国語班：3名程度 
イベント班：2名程度 

観光 
佐賀県立  

佐賀城本丸歴史館 
TEL：0952-41-7550 

ボランティア情報 

イベント情報 

※詳しくは、市民活動プラザのHPをご覧ください。メールマガジンでも配信しております。 

プラザからのお知らせ 

参加者同士が知り合い、市民活動をしていない方も市民活動を知るきっかけになる集まりです。 
知り合うことから・・・始めませんか！ 

参加費 
無料 

日時：平成29年12月15日（金）13:30～14:30  
  場所：佐賀市市民活動プラザフロア（佐賀市白山2-1-12 佐賀商工ビル7階） 
   対象：市民活動や社会貢献等に関心がある方ならどなたでも、お待ちしています。 
    ※事前申し込み不要です。 
    ※団体のリーフレットやイベントチラシなどがありましたら、お持ちください！ 
     当日、名刺の代わりにお配りいただけます！  

12月のテーマは「自分らしく市民活動に関わるためには・・・団体の活動を知る」です！！ 

★経理や労務、登記など組織を運営する上で必要とされる事務能力を獲得を目指します。 
 ～次のような方にオススメ～ 
 ・NPO法人の役員や事務担当のスタッフの方 
 ・NPO法人を今後、設立し運営することをお考えの方 
 ・NPO法人でなくても、団体として健全な事務運営を目指している方 
 
■講師 
  加藤  彰子 氏  
  NPO事務支援センター センター長（運営：NPO法人 岡山NPOセンター） 
  
■内容  
 ★事務力アップセミナー：9:30～12:00 
   ・定款・所轄庁の手続き［定款の読み方］ 
   ・法務局の手続き［法務局手続き・登記事項証明書等］ 
 ★ランチセッション with 講師：12:00～13:00 ※お弁当希望者は、別途500円。 
 ★事務力アップセミナー：13:00～15:30 
   ・雇用と給与計算［実務的な労務会計の手続き等］ 
   ・会計・決算［NPO日頃の会計業務、決算等］ 
 ★事務力検定試験（初級）：15:45～16:30 ※検定受験料（希望者）は、別途1,000円。 
 ★検定問題解説：17:00～17:30 
 ※事務力アップセミナーのみの参加は無料です。 
 
■お問い合わせ・申し込み先  
 佐賀市市民活動プラザ（担当：秋山） 
 TEL：0952-40-2002 FAX：0952-40-2011 E-mail：plaza@tsunasaga.jp 

平成30年1月13日（土）開催！！ 
NPO法人事務力アカデミー「入門手続き編（初級）」セミナー＆検定 

NPO 市民活動 

 

ボランティア 

申し込みフォーム 
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