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青森暮らしサポートセンターから青森移住に関心のある皆様へ 
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===================================================================== 

＜1＞ トピックス 

===================================================================== 

●いよいよ明日！【青森暮らしセミナー 津軽の暮らし編】  

津軽地域の 5 市町（弘前市、五所川原市、平川市、平内町、鶴田町）によるセミナーを開催しま

す。「Ｕターン者目線で故郷を盛り上げよう！」というトークテーマのもと、先輩移住者 2 名によ

るゲストトークを行うほか、個別相談会で皆様のご相談をお受けします！ 

【開催日時】9月 15日（土）12:30～15:30 

【開催場所】NPO法人ふるさと回帰支援センター セミナースペース A 

（千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館 8階） 

【詳細情報】http://www.aomori-life.jp/event/ijyuevent/detail.php?id=910 

【お問合せ】青森県地域活力振興課（TEL:017-734-9174） 

 

●申込みは 9/17（月）まで！【青森 UIJターン推進実証モニターツアー】 

＼青森で、暮らすように働いてみる／ 

 青森県では、場所にとらわれない働き方として、都市部 IT 事業者の本県へのサテライトオフィス

開設に加え、コワーキングスペース等の活用による本県への短期・長期滞在者、定住者を増やすた

めの UIJターン推進実証モニターツアーを実施します。 

【活動拠点・宿泊先】津軽エリア（弘前市）及び南部エリア（三沢市） 

【開催期間】津軽エリア（弘前市）：9月 10日～10 月 30日  

南部エリア（三沢市）：9月 3日～10月 31日 

 ※お申込：9月 17日まで 

 ※上記期間内で最低 5泊以上、連続する期間の滞在 ・活動をお願い致します。 

【詳細情報】http://www.aomori-life.jp/event/ijyuevent/detail.php?id=911 

【お問合せ】株式会社コンシス（TEL：0172-34-9710） 

 

●「あおもり移住倶楽部」に登録しませんか? 

「あおもり移住倶楽部」とは、青森県への移住に関心のある県外在住者・二地域居住者を応援する

無料の会員制サービスです。主に青森県内の「あおもり移住応援隊」施設で会員証を提示すること

で各種割引・特典サービスを受けられます。青森県への移住を検討中の方は是非ご登録ください。

詳細・お申込みに関しましてはホームページにてご確認ください。 

【詳細情報】http://www.aomori-life.jp/club/about.html 

 

  

https://www.facebook.com/aomorigurashi
http://www.aomori-life.jp/event/ijyuevent/detail.php?id=910
http://www.aomori-life.jp/club/about.html
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====================================================================== 

 ＜2＞ 移住・交流イベント情報＠首都圏 

====================================================================== 

●食と交流を楽しむ【青森に移住し night 南部・下北編】 

青森での仕事や食をキーワードに将来の青森暮らしを考える、青森県と首都圏の対流型交流イベン

ト。今回は南部・下北にＵターンしたゲストをお招きし、交流とソウルフードを楽しみます。 

【開催日時】10月 13日（土）19:00～21:30 

【開催場所】司バラ焼き大衆食堂 東京組（世田谷区用賀 4-5-15プラグインガーデン 3階） 

【参 加 費】（食事代を含みます） 

      35歳以上男性 3,200円  35歳未満男性及び女性 2,200円 

【ご案内ページ】https://goo.gl/63Mzc8 

【定員】  30名  

【お問合せ】一般社団法人あおつな創出プロジェクト（TEL:090-2600-4782） 

 

●青森県へのＵＩＪターンをまるごと支援します！【青森暮らし“まるごと”セミナー＆相談会】 

青森県の関係機関が連携し、移住希望者へ多様な働き方・暮らし方に関する情報を一元的に提供

します。今回は、青森県での創業・起業、ＵＩＪターン、農林業への就業などを主なテーマとし

て、先輩移住者のゲストトークや個別相談会を予定しています。 

【開催日時】10月 20日（土）13:30～16:40 

【開催場所】移住・交流情報ガーデン（中央区京橋 1-1-6越前屋ビル 1階） 

【詳細情報】詳細が決まり次第、「あおもり暮らし」ＨＰに掲載します 

【お問合せ】青森県地域活力振興課（TEL:017-734-9174） 

 

●日本海側７市町が集結！【青森県西北津軽の移住相談会】 

津軽地域の 7 市町（五所川原市、つがる市、鯵ヶ沢町、深浦町、板柳町、鶴田町、中泊町）による

セミナーを開催します。 

【開催日時】11月 17日（土）17:30～20:30 

【開催場所】NPO法人ふるさと回帰支援センター セミナースペース A 

（千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館 8階） 

【詳細情報】詳細が決まり次第、「あおもり暮らし」ＨＰに掲載します 

【お問合せ】青森県西北地域県民局地域連携部（TEL:0173-34-2175） 

 

●毎月２回開催！【ミニ面接会 in弘前-スカイプ面談-】 

青森県労働局、ハローワーク弘前、弘前市（商工政策課、ひろさき生活・仕事応援センター）主催

による、ミニ面接会です。開催地は弘前市ですが、首都圏からはスカイプでの Web 面接・面談が可

能です。（スカイプによる面接・面談をご希望の場合は、開催日の７日前までの申込みが必要とな

ります）9月、10月は以下の日程で開催します。 

【開催日時】9月 27日(木)、10月 18日(木)、10月 30日(火) 

【スカイプ面談場所】ひろさき移住サポートセンター東京事務所、又はご自宅 

【詳細情報】http://www.city.hirosaki.aomori.jp/oshirase/sangyo/index.html 

【お問合せ】弘前就労支援センター内 株式会社 I・M・S（TEL：0172-55-5608） 

 

●毎月開催中！【あおもり UIJターン創業相談会 in 東京】 

UIJ ターン創業をお考え、関心のある方向けの個別相談会を毎月開催しています。青森県内で多くの

創業・起業に携わってきた専門家（インキュベーションマネジャー）が皆様のご相談をお受けしま

す。9月～11 月の開催日は以下のとおりです。※事前予約優先の個別相談会となります。 

【開催日時】9月 22日（土）、10月 20日(土)、11 月 17日(土) 

【開催場所】青森暮らしサポートセンター（千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館 8階） 

【詳細情報】https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/support_for_entrepreneurs.html 

【お問合せ】青森県地域産業課（TEL：017-734-9374） 

 

●あおもり女子就活・定着サポーターズ（あおもりなでしこ）との交流会 

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/oshirase/sangyo/index.html
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青森県内で、就職・結婚・出産・育児等の様々なライフイベントを経て、イキイキと活躍している

「あおもりなでしこ」たちのとの交流会（女子会）を青森県内外の６カ所で開催！ 

【詳細情報】https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/aomorinadesiko29.html 

 

●これから告知予定のイベント情報！ 

▶11月 4日（火）【八戸圏域移住セミナー】 

【開催場所】移住・交流情報ガーデン（中央区京橋 1-1-6越前屋ビル 1階） 

 

▶11月 18日（日）【青森暮らしセミナー南部編】 

八戸市、十和田市、三沢市、七戸町、五戸町、田子町、階上町が参加予定 

【開催場所】NPO法人ふるさと回帰支援センター（千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館 8階） 

 

▶12月 8日（土）【第３回青森発！ローカルプロジェクト市】 

スペシャルゲストに「Mr.関係人口」こと、月刊「ソトコト」編集長の指出一正氏をお招きし、青森

県内の各地域にある様々な課題や、楽しく暮らせる地域にするためのローカルプロジェクトについ

て、参加者全員で交流しながら自由に語りましょう。 

【開催場所】TRAVEL HUB MIX（千代田区大手町 2-6-2 日本ビルジング 1階） 

 

▶12月 9日（日）【青森暮らしセミナー子育て編】 

弘前市・黒石市・三沢市・平内町・田子町・南部町が参加予定 

【開催場所】NPO法人ふるさと回帰支援センター（千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館 8階） 

 

※これらのイベントは、詳細が決定次第【移住・交流ポータルサイト｜あおもり暮らし】にてお知

らせいたします。 

 

====================================================================== 

 ＜3＞ 移住・交流イベント情報＠仙台 

====================================================================== 

●移住するなら！やっぱり ここだね、平川市 ”仙台編” 

青森県の平川市って知っていますか？青森県内では住みやすさ№１の地域です！ 

そして、この地域には全国各地から移住し、暮らしている方がいます。このイベントでは、「平川

市で暮らすこと」をテーマに、青森県平川市に移住した先輩方をゲストに迎え、「移住するなら！

やっぱり ここだね、平川市」を考えます。 

待ってるハンデのぉ！！ 

【開催日時】9月 22日（土）18:30～21:30（予定） 

【開催場所】青森産地直送居酒屋「宵宮がほんず」（仙台市国分町 2-13-26 MRS国分町ビル 1F） 

【参 加 費】（食事代を含みます）35歳以上男性 3,200円 35歳未満男性及び女性 2,200円  

※なお、平川市出身の方は 500円割引！  

【ご案内ページ】https://www.facebook.com/events/227858387804974/ 

【定員】  30名  

【お問合せ】一般社団法人あおつな創出プロジェクト（TEL:090-2600-4782）  
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====================================================================== 

＜4＞ 青森県内 移住体験ツアー・交流イベント情報 

====================================================================== 

●地域交流会【LOVEろっかしょでつながる会】 

＼六ケ所村に関わりのある仲間とともに、“ろっかしょ愛”そだてませんか／ 

 六ケ所村に在住、移住、勤務されている皆さまを対象に、地域交流会を開催します。参加者同士、

気軽にお話をしながら、村の魅力や可能性を考えてみませんか？ 

【開催日】 9月 28日 ※申込：9月 20日まで（定員 20名） 

【開催場所】Cafe Myuu for（カフェ ミューフォー）（六ケ所村尾駮字野附 1302-5） 

【参加料金】1,500円（小学生以下無料）※当日会場受付でお支払いください 

【詳細情報】http://www.rokkasho.jp/index.cfm/8,9364,html 

【お問合せ】六ヶ所村役場政策推進課 政策推進グループ 移住・ラブロク会担当 

（TEL：0175-72-2111） 

 

●10/14(日)【ぼくらが編集する青森県十和田市】 

「ぼくらが編集する青森県十和田市」をテーマに、地域の魅力を自分たちの手で伝えるための交流

会を開催します。全国各地を取材する編集者 3名によるトークセッションをお見逃しなく。 

【開催日時】10月 14日（日）13:30～17:00 

【開催場所】十和田市民交流プラザ トワーレ（十和田市稲生町 18-33） 

【内容】トークセッション「地域を編集する」と交流会 

【詳細情報】http://platform-aomori.org/?p=12017 

【お問合せ】運営事務局 NPO法人プラットフォームあおもり（TEL：017-763-5522） 

 

====================================================================== 

＜5＞ あおもりイベント情報＠首都圏 

====================================================================== 

●9/15(土)～16(日)「全国地域おこし協力隊マルシェ」 

【開催日程】9月 15日（土）～16日（日）10:00～16:00 

【開催場所】青山・国際連合大学前広場（渋谷区神宮前 5-53-70） 

【注目ポイント】全国 46市町村の地域おこし協力隊が大集合し、自慢の品々を販売し

ます。青森県からは田子町が参加！ 

【詳細情報】https://www.facebook.com/kyouryokutai.marche/ 

 

●9/17(月)まで！日本橋タカシマヤで「東北展」 

【開催日程】9月 11日（火）～9月 17日（月） 

【開催場所】日本橋タカシマヤ（中央区日本橋 2-4-1） 

【注目ポイント】青森県をはじめ東北 6県の特産品を販売します。 

【詳細情報】https://www.takashimaya.co.jp/tokyo/event/tohoku/index.html 

 

●9/28(金)まで！「プラチナフィッシュ・本州最北青森県フェア」 

【開催日程】8月 6日（月）～9 月 28日（金）／各店舗の営業時間に準じる 

【開催場所】プラチナフィッシュ 19 店舗 

【注目ポイント】新橋エリアを中心としたプラチナフィッシュ 19 店舗で、青森県の食材をふんだん

に使用したメニューが楽しめます！ 

【詳細情報】https://platinumfish.jp/event/aomori/ 

●9/30(日)まで！ホテル日航成田で「東北名物＆セリーナ創作料理フェア」 

【開催日程】9月 1日（土）～30日（日） 

【開催場所】ホテル日航成田（千葉県成田市香取 500） 

【注目ポイント】「カジュアル・リゾート・ダイニング セリーナ」において、青森県

をはじめとした東北 5県の食材や郷土料理を提供する東北料理フェアを開催。 

【詳細情報】https://www.nikko-narita.com/restaurant/plan/607 

【お問合せ】青森県東京事務所（TEL:03-5212-9113） 

https://www.facebook.com/kyouryokutai.marche/
https://www.takashimaya.co.jp/tokyo/event/tohoku/index.html
https://platinumfish.jp/event/aomori/
https://www.nikko-narita.com/restaurant/plan/607
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●10/14(日)まで！サンルートプラザ東京で「青森フェア」 

【開催日程】9月 3日（月）～10月 14日（日）まで 

【開催場所】サンルートプラザ東京（千葉県舞浜） 

【注目ポイント】東京ディズニーリゾートオフィシャルホテルであるサンルートプラザ

東京の館内 2レストランで、青森県の食材や郷土料理を提供します！ 

10月 11日（木）には県産魚解体ショー、津軽三味線の演奏なども実施。 

【詳細情報】https://www.sunroute-plaza-

tokyo.co.jp/restaurant/hamakaze/#aomori2018 

【お問合せ】青森県東京事務所（TEL:03-5212-9113） 

 

====================================================================== 

＜6＞ 移住いろいろ情報 

====================================================================== 

●青森県側での移住相談は？「移住コンシェルジュ」がご相談を承ります。 

直通電話 017-734-9174（青森県 地域活力振興課内） 

 

●地域おこし協力隊募集情報【青森県版】 

http://www.aomori-life.jp/news/kyouryokutai/-710-.html 

 

●移住支援情報｜就職活動等を行う際の交通費を助成！ 

青森県外から青森県内への就職活動やインターンシップ参加のための交通費を助成しています。事前

に求職登録をして頂くことが条件となりますので、就職活動の際にはぜひご登録をお願いします。 

https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/30kotsuhijosei_boshu00.html 

 

●しごと情報｜あおもり UIJターン就職支援サイト【Aomori-Job】 

http://aomori-job.jp/ 

 

●しごと情報｜プロフェッショナル人材求人 

http://aopro.jp/menu 

 

●青森暮らしサポートセンターFacebookページ 

https://www.facebook.com/aomorigurashi/ 

 

●最新情報は、青森県移住・交流ポータルサイト「あおもり暮らし」にて！ 

http://www.aomori-life.jp/ 

 

 

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 

★『青森暮らしサポートセンター通信』は毎月 15日前後に配信予定です。 

★【配信元】青森暮らしサポートセンター 

東京都千代田区有楽町 2-10-1東京交通会館 8階 

（NPOふるさと回帰支援センター内） 

電話：090-6342-6194 開設日：火曜日～日曜日（10時～18時） 

Facebook：https://www.facebook.com/aomorigurashi 

※月・祝・夏期・年末年始等お休みです 

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 

====================================================================== 

https://www.sunroute-plaza-tokyo.co.jp/restaurant/hamakaze/#aomori2018
https://www.sunroute-plaza-tokyo.co.jp/restaurant/hamakaze/#aomori2018
TEL:03-5212-9113
http://www.aomori-life.jp/news/kyouryokutai/-710-.html
https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/30kotsuhijosei_boshu00.html
http://aomori-job.jp/
http://aopro.jp/menu
https://www.facebook.com/aomorigurashi/
https://www.facebook.com/aomorigurashi

