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＜1＞   トピックス  

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

●青森から直送！旬なプロジェクト、多様な関わり方持ってきました！  

【第 3 回青森発！ローカルプロジェクト市】  

月刊「ソトコト」指出編集長もやって来る！インターンシップ、地域おこし協力隊、兼業、転職と

いった多様な関わり方がセットになった 10の旬なプロジェクトを持ってきます！本州最北端で最先

端を作る。あなたも、その未来を一緒に築きませんか？  

【開催日時】12月 8日（土）14:00～17:00  

【開催場所】TRAVEL HUB MIX（千代田区大手町 2-6-2）  

【詳細情報】 http://www.aomori-life.jp/news/oshirase/_128.html 

※プロジェクト詳細は随時こちらに公開されます↓  

           http://ur2.link/N7ZT> ttp://ur2.link/N7ZT  

【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 

 

 

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

＜2＞ 移住・交流イベント情報＠首都圏  

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

●青森県西北津軽の移住相談会【これが私の暮らす道】  

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。ゲストには地域で活躍する若手先輩移住者 3名が登場！  

【開催日時】11月 17日（土）17:30～20:00  



【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=929  

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

 

●南部地方の 7市町が集結！【青森暮らしセミナー～南部の暮らし編～】  

南部地方の 7市町（八戸市、十和田市、三沢市、七戸町、五戸町、田子町、階上町）による移住セミ

ナーです。首都圏でのキャリアを生かして活躍する先輩 Uターン移住者のトークに注目です！  

【開催日時】11月 18日（日）16:30～19:30（受付開始 16:00）  

【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=925 

【お問合せ】青森県地域活力振興課（TEL：017-734-9174）  

 

●【青森県弘前市「第２回地元企業首都圏合同説明会」】  

UJI ターンをお考えの方や平成 31 年 3 月大学等卒業予定の方を対象に、地元企業が参加する合同説

明会を開催します。当日は、企業の担当者から、仕事内容や福利厚生制度など生の声を聞くことがで

きます。また、説明終了後には、参加企業との個別面談なども実施します。  

青森県弘前市で新しい生活のスタートをしませんか？  

【開催日時】11月 24日(土)  13：00～16：30  

【開催場所】ひろさき移住サポートセンター東京事務所 （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/sangyo/2018-1105-1827-39.html 

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

 

●【青森暮らしセミナー～子育てのまち編～】  

青森県内の子育て支援制度が充実している 7市町（弘前市、黒石市、三沢市、平内町、田子町、南部

町、おいらせ町）が参加する移住セミナーです。ゲストには、子育て世代をサポートしている方と、

子育て真っ最中の方をお招きします。短時間で情報を得られる工夫あり、保育スタッフ常駐のキッ

ズスペースあり！お子様とご一緒の参加でも安心です。  

【開催日時】12月 9日（日）16:00～19:00（受付開始 15:45）  

【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=937  

【お問合せ】青森県地域活力振興課（TEL：017-734-9174）  

 

●【平川市移住相談デスク】移住するなら！やっぱりここだね、平川市  

地域情報や移住支援制度など、平川暮らしの様々な「？」に、平川市の移住担当者が青森暮らしサポ

ートセンターの窓口で直接お答えします（予約優先・お一組ずつの個別相談会です）。  

【開催日時】12月 8日（土）13:00～13:50／14:00～14:50／15:00～15:50  

【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=938  

【お問合せ】平川市財政部企画財政課（TEL：0172-44-1111 内線 1430）  



 

●交流イベント【移住するなら！やっぱりここだね、平川市“就農編”】  

青森県内「住みよさ No.1」の平川市をテーマにした交流会が開催されます！今回のテーマは「リン

ゴで就農したぜ」。U ターンしてりんご農家を継いだゲストをお招きし、平川市の食材を使った料理

を楽しみながら平川市での暮らしを考えます。  

【開催日時】12月 8日（土）18:30～21:30（予定）  

【開催場所】ボワヴェール（港区西新橋 1-13-4 TS ビル B1 階）  

【参加費】35歳以上男性 3200 円／35歳未満男性及び女性 2200円（お食事代が含まれます）  

【詳細情報】https://www.facebook.com/events/341989286612318/  

【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）  

 

●【ひがしどおり移住相談デスク】熱き思いを持ったチャレンジャーを求む！  

東通村役場の担当者と、村内で活動するインターンシップコーディネーターが、あなたの移住・起業

についての疑問にお答えします！訪れて下さる皆さんとの出会いが、村の財産になります（予約優

先・お一組ずつの個別相談会です）。  

【開催日時】12月 9日（日）  

①10:30～11:15／②11:30～12:15／③13:30～14:15（予約済）／④14:30～15:15  

【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=939  

【お問合せ】東通村経営企画課（TEL：0175-27-2111）  

 

●【弘前市〈相馬地区〉地域おこし協力隊募集セミナー】  

「地域おこし協力隊」に興味がある方、「地方での暮らし」を始めてみたい方、「弘前」に興味がある

方、大歓迎！セミナーでは、現在活躍中の隊員と活動をサポートしている地域の方をゲストに招き、

星と森とリンゴの里「相馬地区」の魅力や地域についてトークを行います。  

【開催日時】12月 9日(日) 13：30～17：00  

【開催場所】北九州市東京事務所（ラウンジスペース「ひまわりテラス」）  

（千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館 6階）  

【詳細情報】http://www.aomori-life.jp/event/ijyuevent/detail.php?id=940  

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

 

●【西目屋村鳥獣害対策 地域おこし協力隊募集相談デスク】ハンター求む！  

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、現在、有害鳥獣被害の拡大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 12 月と 1月の２回実施いたします。  

【開催日時】①12 月 16日(日)、②(2019 年)1月 13 日(日)   

【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：0172-85-2081）  

 

 



●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）11月、12 月は以下の日程で開催します。  

【開催日時】11月 26日(月)、12月 6日（木）、12 月 14日（金）  

【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。12月～2019年 1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】12月 15日(土)、2018 年 1月 19日（土）※11月開催分は定員に達しました。  

【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）  

 

●これから告知予定のイベント情報！  

▶2019 年 1月 12日（土）【タイトル未定 青森に移住し NIGHT 東京編】  

▶2019 年 1月 18日（金）【タイトル未定（弘前圏域移住セミナー）】  

【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）  

【参加予定】弘前圏域 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）  

▶2019 年 1月 20日（日）【青森発！ローカルプロジェクト車座会議】  

12/8 の「青森発！ローカルプロジェクト市」のスピンオフ企画！厳選した３プロジェクトを参加者 

と一緒に掘り下げるワークショップです。  

【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）  

▶2019 年 1月 20日（日）【JOIN移住・交流＆地域おこしフェア 2019】  

【開催場所】東京ビッグサイト  

▶2019 年 1月 26日（土）【青森暮らしセミナー～地域の仕事編～】  

青森市、弘前市、八戸市、五所川原市、平川市、五戸町が参加予定  

【開催場所】NPO 法人ふるさと回帰支援センター 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）  

▶2019 年 1月 26日（土）【新農業人フェア】  

【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）  

 

※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  

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

●青森暮らし移住相談会 in 仙台  

「青森への Uターンを相談したいが、仙台では相談窓口がない」、「青森にはどんな仕事があるの？」

そんなお悩みに青森県の移住相談員がお答えします！  

【開催日時】11月 23日（金・祝）13:00～17:00（予約優先）  

【開催場所】東北工業大学一番町ロビー2Fホール（仙台市青葉区一番町 1-3-1 TMビル）  

【詳細情報】http://www.aomori-life.jp/event/ijyuevent/detail.php?id=932  

【お問合せ】青森県地域活力振興課（TEL：017-734-9174）  

 

●仙台で交流会「青森とつながら Night」  

仙台での交流イベントを開催！りんご農家を継いで間もなく 1 年となるご夫婦をお迎えし、青森の

リアルな生活をお聞きしながら、県外から青森とどうつながるか、参加者同士交流しながら考えま

す。  

【開催日時】11月 23日（金・祝）18:30～21:00（予定）  

【開催場所】TKP ガーデンシティ PREMIUM 仙台西口 8F（仙台市青葉区花京院 1-2-15）  

【参 加 費】35歳以上男性 3,200 円 35歳未満男性及び女性 2,200円  

【詳細情報】http://www.aomori-life.jp/event/ijyuevent/detail.php?id=936  

【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）  

 

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

＜4＞ あおもりイベント情報＠首都圏  

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

●11/15(木)ひろさきセレクトショップ in日本橋室町 with 青森銀行  

【開催日時】11月 15日（木）10:30～18:00  

【開催場所】東短室町ビル 1階ロビー（中央区日本橋室町 4-4-10）  

【注目ポイント】青森銀行東京支店にて、りんごやお菓子、地酒など弘前市の特産品が集合する 

セレクトショップが開催されます！  

【詳細情報】https://www.a-bank.jp/contents/cms/article/20181107001/index.html  

【お問合せ】弘前市商工振興部商工政策課物産振興担当（TEL：0172-35-1135）  

 

●11/15～16(金)東北・九州の物産が集合する「2018 大手町・丸ノ内 JAPAN 市」  

【開催日時】11月 15日（木）～16 日（金）11:00～19:00  

【開催場所】三井住友銀行東館ライジング・スクエア、東京海上日動火災保険、読売新聞社東京本社、 

日経新聞東京本社、JXTGエネルギー、みずほフィナンシャルグループ本社 OOTEMORI地下 2階  

【注目ポイント】大手町と丸ノ内エリアに東北、九州の物産が集結！  

【お問合せ】青森県東京事務所（TEL：03-5212-9113）  

 

●11/18(日)まで！こぎん作品が出展される「匠の森 伝統工芸 6人展」  

【開催日時】11月 9日（金）～18 日（日）11:00～20:00（入場 19:30まで）  

【開催場所】ポーラミュージアムアネックス（中央区銀座 1-7-7ポーラ銀座ビル 3階）  



【注目ポイント】津軽地方の伝統工芸・こぎん刺しの新たな可能性を積極的に模索している 

デザイナー・山端家昌さん（おいらせ町出身）の作品が展示されます！  

【詳細情報】https://www.po-holdings.co.jp/m-annex/exhibition/index.html  

【お問合せ】株式会社ポーラ・オルビスホールディングス（TEL：03-5777-8600）  

 

●11/25(日)まで！青森の手しごとに触れるイベント「はじめましてのあおもりクラフト」  

【開催日時】11月 16日（金）～25 日（日）11:00～19:00  

【開催場所】H.I.S.旅と本と珈琲と Omotesando（渋谷区神宮前 4-3-3バビルゾン 7番館）  

【注目ポイント】先人たちの知恵や工夫が生きた青森の「手しごとたち」が大集合！ 

津軽塗、こぎん刺し、南部裂織などクラフト製品を展示・販売するイベントです。  

【詳細情報】http://www.pref.aomori.lg.jp/release/2018/61997.html  

【お問合せ】青森県商工労働部地域産業課（TEL：017-734-9375）  

   

●11/28(水)まで！和食「あえん」にて青森フェア開催！  

【開催日時】9月 6日(木)～11月 28日(水) 各店舗営業時間に準じる  

【開催場所】あえん各店舗  

【注目ポイント】モスダイニングの運営する和食レストラン「あえん」の 5 店舗にて、 

青森食材をふんだんに使った特別メニューを提供します。  

【お問合せ】青森県東京事務所（ <TEL:03-5212-9113> TEL：03-5212-9113）  

 

●11/28(水)まで！豊洲で青森県りんごフェア  

【開催日時】11月 3日（土）～28 日（水）10:00～21:00  

【開催場所】ららぽーと豊州（江東区豊洲 2-4-9）  

【注目ポイント】青森県とりんごにフォーカスしたイベント！クイズラリーやねぷた絵の展示、 

ねぶた関連のワークショップなどもあります。  

【詳細情報】 https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/toyosu/campaign/pdf/aomori.pdf  

【お問合せ】青森県東京事務所（ <TEL:03-5212-9113> 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。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/> ttp://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> ttp://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/  

 

●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/  

 

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼  

★『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  

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼  

 


