
1 

 

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

『青森暮らしサポートセンター通信』2019年 6月号 

2019年 6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 

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

「青森暮らしサポートセンター」移住・交流相談員の澤です。 

関東圏では梅雨入りしてジメジメした日が続いていますね…しかしこれからのシーズン、

青森関連イベントが続々開催されます！気分も盛り上げていきましょう♪ 

今月号も青森移住関連情報 in首都圏をお届けいたします。 

 

◇◆ も く じ ◆◇ 

 ＜1＞ 相談員イチオシ“トピックス” 

 ＜2＞ 移住・交流イベント情報＠首都圏 

＜3＞ 「しごと」「移住」体験イベント情報＠青森県内 

 ＜4＞ 移住・交流イベント情報＠仙台 

＜5＞ あおもりイベント＠首都圏 

＜6＞ 「しごと」「働きかた」情報 

＜7＞ 「移住支援策」情報 

 

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

＜1＞ 相談員イチオシ“トピックス”（今回は２本立て！） 

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

●「令和元年」第一弾の移住イベントは【あおもり暮らしまるごと相談会】 

「こんな仕事はできるの？」「暮らしはどうなるの？」など、移住にまつわる心配ごとや

心のモヤモヤを“まるごと”お受けします！ 

今回は、就職、創業・起業相談のほか「IT関連と建設業」への就業相談ブースも開設！ 

さらに、青森市・弘前市・八戸市・十和田市・三沢市・五戸町・田子町の７市町も出展。

その地域ならではの暮らしぶりについて生の声をお届けします。それでも「何か心

配・・」な方は、先輩移住者に根掘り葉掘り聞いちゃってください。青森移住のヒントを

見つけにぜひお越しください！ 

【開催日時】7月 6日（土）12:30～15:30 

【開催場所】ふるさと回帰支援センター セミナースペース C・D 

（千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館４階） 

【詳細情報】https://www.aomori-life.jp/event/ijyuevent/detail.php?id=999 

【お問合せ】青森県地域活力振興課（TEL：017-734-9174） 

 

●女子必見のランチ会！【青森女子トーク～青森移住の先輩に、ここを聞きたい！～】 

青森に移住した女性から本音をお聞きするトークイベントを開催します！ゲストにお招き

するのは、鶴田町に U ターンし、「縫い目の見えないリネン」を制作・販売する会社を立

ち上げた岡 詩子（おか うたこ）さん。地元の方々と一緒にまちづくりにも携わる岡さん

の体験談、生き方・暮らし方を聞いてみませんか？青森食材を使ったおいしいランチにも

注目♪ 

【開催日時】6月 22 日（土）12:00～14:30 

【開催場所】ボワ・ヴェール（港区西新橋 1-13-4 TSビル B1F） 

【参加費】1000円（お食事含む） 

【詳細情報】http://www.aomori-life.jp/event/ijyuevent/detail.php?id=997 

【お問合せ】一般社団法人あおつな創出委員会 担当・神（090-2600-4782） 

  

https://www.facebook.com/aomorigurashi
http://www.aomori-life.jp/event/ijyuevent/detail.php?id=997
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====================================================================== 

 ＜2＞ 移住・交流イベント情報＠首都圏 

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

●国内最大の関係人口マッチングイベント【日本全国！地域仕掛け人市】 

自分に合う地域や仕事・チャレンジの機会を探している都市部在住者と、地域で新たな事

業を仕掛けている『仕掛け人』を繋ぐ関係人口マッチングイベントです。 

 こちらに青森県からも出展します。青森で始まっている面白いコト、熱いヒトと会っ

て、一緒に新しい取組に挑戦してみませんか？ 

【開催日時】6月 30 日（日）13:00～19:00 

【開催場所】 EBiS303（東京都渋谷区恵比寿 1-20-8 エビススバルビル） 

【参加費】前売券 1000円(当日会場支払い：1500円）  

【詳細情報】https://shikakenin2019.peatix.com/ 

【お問合せ】青森県地域活力振興課（TEL：017-734-9174） 

 

●弘前市で創業・起業を検討されている方へ！【ひろさき移住×創業セミナーin東京】 

弘前市で創業・起業を検討されている方、興味のある方、必見！ 

「ひろさき移住×創業セミナー in TOKYO」が開催されます。 

ゲストには、青森県内で数多くの創業・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）と、弘前市内にボードゲームカフェ「Triple」を創業した神谷雄さんが

登場。夢の実現に向けたアドバイスや体験談をお話していただきます。 

【開催日時】7月 5日（金）18:30～20:30（開場 18:00） 

【開催場所】弘前市東京事務所（千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館 6階） 

【詳細情報】 

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/oshirase/kurashi/201907_iju_seminar.html 

【お問合せ】弘前市東京事務所（TEL：03-6256-0801） 

 

●十和田市が交流イベントを開催！【私たちの納得感の見つけ方～これからの地域との関わり～】 

十和田市への U ターン・I ターンを検討中の方必見！先輩移住者 2 組と県外から十和田市

に関わっている方 2 組をお招きし、「十和田市への納得感」をテーマにトークを展開しま

す。十和田市をはじめ各地の食材を使ったおばんざいを楽しみながら、アートとクリエイ

ティビティあふれるまちの魅力を掘り下げましょう！ 

【開催日時】7月 20 日（土）16:00～19:00 

【開催場所】「風土は foodから」（千代田区神田錦町 3-15錦町ブンカイサン 1-2F） 

【参加費】1500円（お食事含む） 

【詳細情報】http://www.aomori-life.jp/event/ijyuevent/detail.php?id=1001 

【お問合せ】十和田市政策財政課（TEL：0176-51-6712） 

 

●今年も開催！【第 3回東北 U・Iターン大相談会―暮らす・働く・楽しむ―】 

東北 6県の合同移住フェア「東北 U・Iターン大相談会―暮らす・働く・楽しむ―」を今年

も開催いたします！詳細は決まり次第随時お知らせしていきます。 

【開催日時】7月 28 日（日）11:00～17:00 

【開催場所】東京交通会館 12階カトレアサロン A・B（千代田区有楽町 2-10-1） 

【詳細情報】http://www.aomori-life.jp/event/ijyuevent/detail.php?id=987 

【お問合せ】ふるさと回帰支援センター（TEL：03-6273-4401） 

 

●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今年度も毎月開催します。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。7 月～8 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】7月 20 日（土）、8月 31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） 

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/oshirase/kurashi/201907_iju_seminar.html
http://www.aomori-life.jp/event/ijyuevent/detail.php?id=1001
http://www.aomori-life.jp/event/ijyuevent/detail.php?id=987
https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/support_for_entrepreneurs.html
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====================================================================== 

 ＜3＞ 「しごと」「移住」体験イベント情報＠青森県内 

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

●「野辺地葉つきこかぶ」を育ててベンツを買おう！【「野辺地葉つきこかぶ」就農体験ツアー】 

「野辺地葉つきこかぶ」は地域団体商標を取得したブランドかぶです。農産物としては高

い収益性を誇っている一方で、後継者不足に悩んでいます。この現状を解決するため、昨

年度から新たな担い手となる方が「地域おこし協力隊」として就農を目指し活動していま

す。町では、来年度採用する協力隊の募集に先立って就農体験ツアーを開催します。詳細

は、野辺地町までお問い合わせください。 

【開催日】6月 29日（土）～30日（日） ※申込：6月 26日(水)まで 

【開催場所】野辺地町内 

【お問合せ・申込】野辺地町 地域戦略課（TEL：0175-64-2111） 

 

●一般の方も学生さんも！【青森県建設系企業 2019年インターンシップ参加者募集】 

青森県の建設系企業 61社が、業務内容や民間技術者の役割及び職場教育環境等について

幅広く知ってもらうとともに、職業意識向上の機会の提供やキャリア教育の一環として

2019年度インターンシップ研修生を募集しています。 

【実施期間】各企業（受入企業リスト参照）が定める期間 ※申込 7月 19日(金)まで 

【詳細情報】http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/kensetsugyo-intership.html 

【お問合せ】青森県整備企画課（TEL：017-734-9644） 

 

●青森県黒石市で農業体験始めよう！【ワーホリ黒石】 

都市部に暮らすみなさんが、一定の期間「米とりんごといで湯のまち」黒石市に滞在し、

就業体験（農業体験）を通じて、地域交流を行うことや地域課題等を共に考える取組など

を行う事業です。豊かな自然が大好きで農業に関心のある皆様の応募を心からお待ちして

おります。 

【詳細情報】http://www.city.kuroishi.aomori.jp/Citizen_Info/Cit_Working_holiday.html 

【お問合せ】黒石市農林部農林課六次産業化推進係（TEL:0172-52-2111） 

 

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

 ＜4＞ 移住・交流イベント情報＠仙台 

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

●平川市が仙台で交流イベント【青森で気になる！！やっぱりここだね、平川市】 

平川市が仙台で交流イベントを開催します。ゲストには、平川市をフィールドにして地域

づくり活動を実践する団体 Asobo！Hirakawaの躍動する若者たちを迎え、ステキな平川市

の暮らし方をお伝えします。 

【開催日時】6月 29 日（土）18:30～21:00 

【開催場所】青森産地直送炉辺居酒屋「宵宮がほんず」（宮城県仙台市青葉区国分町 2-13-26） 

【参加費】3000円（40歳以上）／2000円（40 歳未満） お食事含む 

【詳細情報】https://www.facebook.com/events/322220765371118/ 

【お問合せ】一般社団法人あおつな創出委員会 担当・神（090-2600-4782） 

 

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

＜5＞ あおもりイベント情報＠首都圏 

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

●6/18(火)まで！藤沢で「みちのくうまいもの会」 

【開催日時】6月 12 日（火）～18日（火）10:00～19:00（最終日は 16:00まで） 

【開催場所】さいか屋藤沢店（神奈川県藤沢市藤沢 555） 

【注目ポイント】青森県をはじめ東北 6県の特産品を販売！ 

【詳細情報】https://www.saikaya.co.jp/fujisawa/event 

【お問合せ】青森県東京事務所（TEL：03-5212-9113） 

 

 

 

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/kensetsugyo-intership.html
http://www.city.kuroishi.aomori.jp/Citizen_Info/Cit_Working_holiday.html
https://www.facebook.com/events/322220765371118/
https://www.saikaya.co.jp/fujisawa/event
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●7/2（火）まで！おぼん deごはん「海峡サーモン祭」 

【開催日時】6月 5日（水）～7月 2日（火）各店舗の営業時間に準じる 

【開催場所】おぼん deごはん各店舗 

【注目ポイント】バランスの良いお食事をカフェスタイルで提供する「おぼん deごは

ん」で海峡サーモン祭を開催中！3種類のメニューから選べます。 

【詳細情報】https://byo.co.jp/obon-de-gohan/news.html?itemid=112&dispmid=900 

【お問合せ】青森県東京事務所（TEL：03-5212-9113） 

 

●7/2(火)まで！だし茶漬けえんで「海峡サーモン」フェア 

【開催日時】6月 5日（水）～7月 2日（火） 

【開催場所】だし茶漬け＋甘味工房えんルミネ立川店（立川市曙町 2-1-1） 

【注目ポイント】海峡サーモンに漬け鮪「味よし」を合わせた季節の丼ぶり、だし茶漬けを提供。 

【詳細情報】https://byo.co.jp/dashichazuke-en/news.html?itemid=111&dispmid=874&TabModule489=0 

【お問合せ】だし茶漬け＋甘味工房えんルミネ立川店（TEL：042-512-8796） 

 

●7/26(金)まで！東戸塚で「第一生命青森フェア」 

【開催日時】5月 8日（水）～7月 26日（金）まで 

【開催場所】第一生命東戸塚教育センター（神奈川県横浜市東戸塚区川上町 89-2） 

【注目ポイント】センター内飲食店各店舗にて、青森県産食材を使用したメニューを提供！ 

【お問合せ】青森県東京事務所（TEL：03-5212-9113） 

 

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

＜6＞ 「しごと」「働きかた」情報 

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

●青森県内の求人情報なら！【あおもり UIJターン就職支援サイト Aomori-Job】 

【URL】https://aomori-job.jp/ 

 

●あなたの経験を活かしてください！【青森県内地域おこし協力隊募集情報】 

【URL】https://www.aomori-life.jp/news/oshirase/post_59.html 

 

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

＜7＞ 「移住支援策」情報 

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

●青森県への移住に関心のある県外の方をバックアップ！【あおもり移住倶楽部】 

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。 

【URL】https://www.aomori-life.jp/club/about.html 

 

●就職活動等を行う際の交通費を助成！【青森県 UIJターン還流促進交通費助成】 

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。今年度から県内に実家のない方には宿泊費の助成も始まりました。就職活動の際に

ぜひご活用ください。 

【URL】https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/kotsuhijosei.html 

 

●青森県内に移住・就業で最大で 100万円！【あおもり移住支援事業】 

東京圏から青森県へ移住し就業した方の経済的負担を軽減する移住支援金（最大 100万

円）を支給する事業です。 

【URL】http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/ijyuusiennkinn.html 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。 

 

 

https://byo.co.jp/obon-de-gohan/news.html?itemid=112&dispmid=900
https://byo.co.jp/dashichazuke-en/news.html?itemid=111&dispmid=874&TabModule489=0
https://aomori-job.jp/
https://www.aomori-life.jp/news/oshirase/post_59.html
https://www.aomori-life.jp/club/about.html
https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/kotsuhijosei.html
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

「あおもり暮らし」の最新情報はこちらから 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

 

●移住・交流の情報源！【青森県移住・交流ポータルサイト「あおもり暮らし」】 

移住・交流イベント情報や、青森県内全 40 市町村の移住関連情報、移住者メッセージな

ど「あおもり暮らし」の様々な魅力を発信中。 

【URL】https://www.aomori-life.jp/ 

 

●「いいね」「シェア」大歓迎！【青森暮らしサポートセンターFacebookページ】 

青森県への移住関連情報を中心に、青森のモノやコトで盛り上がる移住話まで、さまざま

なニュースをお伝えししています。 

【URL】https://www.facebook.com/aomorigurashi/ 

 

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 

★『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

