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『青森暮らしサポートセンター通信』2018年 12月号 

2018年 12月 15日(土) 
        https://www.facebook.com/aomorigurashi 

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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              ご あ い さ つ 
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「青森暮らしサポートセンター」移住・交流相談員の澤です。いよいよ 2018年も残りわずかとなりまし

た。年末年始は青森に帰省される方もいらっしゃるのではないでしょうか。冬の青森を楽しんできてく

ださいね！さて、今月号も青森移住関連情報 in首都圏をたっぷりお届けいたします。 
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===================================================================== 

＜1＞ トピックス 

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

 

●関係人口、プロボノ集まれ！「ローカルプロジェクト市」スピンオフ企画 

【青森発！ローカルプロジェクト車座会議】 

12/8(土)に開催し、好評を博した「ローカルプロジェクト市」のスピンオフ企画！実践型インターンシ

ップを募集している、青森を面白くする厳選 3 プロジェクトが東京に再集結。あなたのスキルと情熱

で、プロジェクトをどう進めるか一緒に考えましょう！ 

【開催日時】1月 20日（日）12:30～14:30 

【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=953 

【プロジェクト詳細】 

・健康と文学。太宰治を新たに編集する「太宰 ism」プロジェクト 

https://www.project-index.jp/intern/17146 

・コミュニティガソリンスタンド創造プロジェクト～下北半島（まさかり）をかつぐ金太郎は君だ！～ 

https://www.project-index.jp/intern/17170 

・りんご箱を暮らしに提案。「ハコニスト」プロジェクト 

https://www.project-index.jp/intern/17140 

【お問合せ】青森県地域活力振興課（TEL:017-734-9174） 

 

●「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=953
https://www.project-index.jp/intern/17146
https://www.project-index.jp/intern/17170
https://www.project-index.jp/intern/17140
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 

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

 

●ハンター求む！【西目屋村鳥獣害対策 地域おこし協力隊募集相談デスク】 

世界遺産「白神山地」の自然の中で仕事をしませんか？ 

西目屋村は青森県で最も人口が少ない自治体で、有害鳥獣の農作物被害が深刻な問題となっています。

そこで、地域おこし協力隊として、鳥獣の捕獲業務、被害及び生息調査などを担う方を募集するための

個別相談を実施いたします。 

【開催日時】1月 13日（日）10:30～17:15 

【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】http://www.aomori-life.jp/event/ijyuevent/detail.php?id=941 

【お問合せ】西目屋村産業課（TEL：0172-85-2801） 

 

●魅力いっぱいの青森で暮らそう！津軽の移住相談会【弘前圏域合同移住セミナー】 

津軽地域の 8 市町村（弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村）によ

るセミナーを開催します。ゲストの先輩移住者が圏域の暮らしについてリアルに語ってくれます！ 

【開催日時】1月 18日（金）18:30～20:30 

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

【詳細情報】http://www.aomori-life.jp/event/ijyuevent/detail.php?id=950 

【お問合せ】①弘前市企画部企画課 人口減少対策担当（TEL:0172-40-7121） 

②ひろさき移住サポートセンター東京事務所（TEL：03-6256-0801） 

 

●転職を考える基礎情報、楽しみながら学びませんか 

【青森交流ゼミナール～地方転職、何が決め手？】 

いつかは地元に帰りたい。でも何から考えればいいの？転職の動機は人それぞれ。青森の懐かしい茶菓

子を食べながら、就業支援の講師と転職経験者も交えて、あなたなりの「転職の決め手」探しを楽しみ

ましょう。 

【開催日時】1月 19日（土）14:00～16:30 

【開催場所】神田 C‐Lounge（千代田区内神田 1-15-10） 

【詳細情報】http://www.aomori-life.jp/（詳細が確定次第掲載します） 

【お問合せ】青森県地域活力振興課（TEL：017-734-9174） 

 

●【JOIN移住・交流＆地域おこしフェア 2019】 

全国最大級の移住イベント、今年も開催！青森県と県内市町村がブース出展します。 

【開催日時】1月 20 日（日）10:00～17:00 

【開催場所】東京ビッグサイト 東 1ホール（江東区有明 3-11-1） 

【詳細情報】https://www.iju-join.jp/feature_cont/file/064/ 

【お問合せ】JOIN移住・交流＆地域おこしフェア事務局（TEL：03-3510-6581） 

 

●地域ならではの仕事を知ろう！【青森暮らしセミナー～地域の仕事編～】 

6 市町（青森市、弘前市、八戸市、五所川原市、平川市、五戸町）による移住セミナーです。地域の主

産業や首都圏で培ったスキルの活かし方を相談できます。 

【開催日時】1月 26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】http://www.aomori-life.jp/（詳細が確定次第掲載します） 

【お問合せ】青森県地域活力振興課（TEL：017-734-9174） 

 

●就農イベント【新・農業人フェア】 

農業法人、個人営農家、自治体、就農支援機関などが出展する就農相談会。青森県ブースでは、移住相

談を受け付けます。「農業に興味があるが、何から始めれば…？」「いつか独立して農業を始めたい」

「就職・転職先として農業を考えたい」など、お気軽にご参加いただけます。 

http://www.aomori-life.jp/event/ijyuevent/detail.php?id=941
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【開催日時】1月 26日（土）10:00～16:30 

【開催場所】池袋サンシャインシティ（豊島区東池袋 3-1-1） 

【詳細情報】http://shin-nougyoujin.hatalike.jp/schedule/tokyo_0126.html 

【お問合せ】公益社団法人 あおもり農林業支援センター（TEL:017-773-3131） 

 

●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）1、2

月は以下の日程で開催します。 

【開催日時】1月 18日(金)、1月 28日（月）、2月 7 日（木）、2月 21日（木） 

【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。 

1 月～3 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】1月 19日（土）、2月 16日（土）、3月 16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） 

 

●にんにくづくしの田子町で暮らそう！【田子町地域おこし協力隊募集相談デスク】 

田子町では、移住促進に関わる活動に従事する「地域おもてなし隊員」を 2 名募集中です。相談デスク

では「地域おこし協力隊」の募集に関することをはじめ、田子町のコト、暮らしのコトなど幅広くご相

談をお受けいたします。 

【開催日時】2月 3日（日）11：00～15：30 

【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】http://www.aomori-life.jp/event/ijyuevent/detail.php?id=954 

【お問合せ】田子町住民課 子育て定住支援室（TEL：0179-23-0678） 

 

 

 

★これから告知予定のイベント情報！★ 

 

▶2019年 2月 16日（土）【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、移住を希望される方へ多様な働き方・暮らし方に関する情報を一元的に提

供します。先輩移住者によるゲストトークや、起業・創業、企業への就職情報やプロフェッショナル人

材の求人情報、建設業相談など盛りだくさんの内容で皆様のＵＩＪターンをサポートします。 

 

※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。 

 

  

http://shin-nougyoujin.hatalike.jp/schedule/tokyo_0126.html
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/oshirase/sangyo/index.html
https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/support_for_entrepreneurs.html
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====================================================================== 

 ＜3＞ 青森県内 移住体験ツアー・交流イベント情報 

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

 

●1/25(金)～26(土)【青森県西北津軽移住体験ツアー】 

「奥津軽」と称される西北地域を舞台にしたツアーです。雪かき体験、雪道運転体験、ストーブ列車乗車

など、青森移住を考える上で欠かせない「冬の暮らし」が体験できます！応募締切は 12月 21日まで。

【開催日時】1月 25日（金）～26日（土）の 1泊２泊 ※1月 25日（金）11:15 新青森駅集合 

【開催場所】青森県西北地域（五所川原市ほか） 

【参加人員】6名程度 

【参加費】無料、ただし自宅から新青森駅までの往復交通費は参加者負担 

【詳細情報】http://www.aomori-life.jp/news/oshirase/post_47.html 

【お申込・お問合せ】企業組合でる・そーれ（TEL：0173-34-3971） 

 

 

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

＜4＞ あおもりイベント情報＠首都圏 

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

 

●12/20(木)～22(土)「冬早春の旅 観光＆物産展」  

【開催日時】12月 20日（木）～22（土）11:00～19:00（最終日は 18:00まで） 

【開催場所】東京駅丸ノ内南口、JPタワーKITTE（千代田区丸の内 2-7-2） 

【注目ポイント】青森県、宮城県、山形県、千葉県、新潟県、山梨県の観光 PRと特産品等の販売を行

ないます！ 

【お問合せ】青森県東京事務所（TEL：03-5212-9113） 

 

●1/9(水)～14(月祝)「冬の日本のおいしいもの展」 

【開催日時】1月 9日（水）～14日（月祝）10:00～19:00（最終日は 18:00まで） 

【開催場所】伊勢丹相模原店（神奈川県相模原市南区相模大野 4-4-3） 

【注目ポイント】青森県をはじめ全国各地の特産品が販売されます！ 

【お問合せ】青森県東京事務所（TEL：03-5212-9113） 

 

●1/17(木)～21(月)「あおもり産直市」 

【開催日時】1月 17日（木）～21（月）（17日は 17:00から、21日は 17:00まで） 

【開催場所】JR浦和駅 

【注目ポイント】青森県の特産品を販売します！ 

【お問合せ】青森県東京事務所（TEL：03-5212-9113） 

 

 

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

＜5＞ 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。就職活

動の際にぜひご活用ください。 

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/ 

http://www.aomori-life.jp/news/oshirase/post_47.html
TEL:03-5212-9113
TEL:03-5212-9113
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/
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●しごと情報｜プロフェッショナル人材求人 

https://jp.stanby.com/feature/aomori 

●青森暮らしサポートセンターFacebookページ 

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

●青森県への移住に関する最新情報は、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/ 

 

 

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

＜6＞ 年末年始休館のお知らせ 

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

 

12月 27日～1月 5日までの間、ふるさと回帰支援センター年末年始休館のため、青森暮らしサポートセ

ンターもお休みとなります。また、イベントなどでイレギュラーなお休み、出張等もありますので、ご

来訪の際はご予約・ご確認を頂きますことをお勧めいたします。 

 

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 

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

