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『青森暮らしサポートセンター通信』2018年 6月号 

2018年 6月 15日(金) 

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 

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

◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆ 

ご あ い さ つ 

◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆ 

 

「青森暮らしサポートセンター」移住・交流相談員の澤です。 

すっきりしないお天気が続いていますが、今月は青森関連イベント情報が盛り

だくさんです！ぜひ、青森とつながって心を晴れ晴れさせてみませんか？ 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
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 ＜2＞ 首都圏開催：移住・交流イベント情報 

＜3＞ 青森県内：移住・交流イベント情報 

 ＜4＞ 首都圏開催：あおもりイベント情報 

 ＜5＞ 青森県内「地域おこし協力隊」募集情報 

＜6＞ その他 

 

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

＜1＞ トピックス 

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

 

●青森暮らし“まるごと”セミナー＆相談会を開催します！ 

ＩＴを中心とした就業、創業・起業等の働き方や女性が活躍する青森県での働き方・暮ら

し方をテーマに、ＵＩＪターンしたＩＴ系企業関係者のゲストトークや個別相談会を開催

します。 

【開催日時】6月 24 日（日）13:30～17:00 

【開催場所】移住・交流情報ガーデン１階オープンスペース 

（中央区京橋 1-1-6 越前屋ビル） 

【ご案内ページ】http://www.aomori-life.jp/event/ijyuevent/detail.php?id=875 

【お問合せ】青森県地域活力振興課（TEL：017-734-9174） 

 

●「東北 U・Iターン大相談会」今年も開催決定！ 

東北 6県の合同移住フェア「東北 U・Iターン大相談会～東北の魅力再発見～」を今年も

開催いたします！各県から様々な自治体が参加し皆様のご相談を承るほか、「東北食べる

通信」編集長の高橋博之さんによるトークショーなど、東北の魅力を再発見できる企画が

盛りだくさんです。 

【開催日時】7月 15 日（土）11:00～17:00 

【開催場所】東京交通会館 12階（千代田区有楽町 2-10-1） 

【ご案内ページ】http://www.furusato-web.jp/event/71003 

【お問合せ】NPO法人ふるさと回帰支援センター（TEL：03-6273-4401） 

 

●名称変更「あおもり UIJターン就職支援センター」 

青森県東京事務所内に開設している「あおもり Uターン就職支援センター」は、平成 30

年 6月 1日より「あおもり UIJターン就職支援センター」に名称が変わりました。 

（名称変更後も電話番号等の変更はありません。） 

 

●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） 

 

https://www.facebook.com/aomorigurashi
http://www.furusato-web.jp/event/71003
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================================================================================ 

 ＜2＞ 首都圏開催：移住・交流イベント情報 

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

 

●交流イベント【青森に移住し Night～津軽編～】 

青森への移住をお考えの方、青森ファンが大集合する交流会を開催します！ 

「地域資源を生業にする」をテーマに、津軽地方へ Uターンした方、二地域居住をしてい

る方をゲストに迎え、青森での暮らしを考えます。 

首都圏ではなかなか味わえない青森の味も楽しめますよ！ 

【開催日時】6月 19 日（火）19:00～21:30（予定） 

【開催場所】ボワ・ヴェール（港区西新橋 1-13-4 TSビル B1F） 

【参加費】（大鰐町のカッチャが作るお食事が含まれます） 

・35歳以上男性 3200円 

・35歳未満男性及び女性 2200円 

【定員】20名 

【ご案内ページ】https://att.alohapc.jp/events/attendee/1d265f2861 

【お問合せ】一般社団法人あおつな創出プロジェクト（Mail：info@aotuna.net） 

 

●交流イベント【これからの多拠点居住 in青森県十和田市】 

十和田市が Webメディア「灯台もと暮らし」と連携した移住イベントを開催します。県外

出身で十和田市に移住した方、十和田市出身で Uターンした方などをゲストに迎え、トー

クセッションや交流を通じて十和田市への移住のきっかけを提供します。 

【開催日時】7月 21 日（土）16:00～19:10 

【開催場所】Patia麹町（千代田区麹町 3-12-11 麹町田村ビル 4F） 

【参加費】1500円 

【定員】25名（先着順） 

【ご案内ページ】http://towada-iju.com/category/180607_091337 

【お問合せ】十和田市政策財政課（TEL：0176-51-6712） 

 

●交流イベント【移住するなら、平川市～起業家編～】 

青森県内で住みやすさ No.1の平川市。平川市で面白いことを考え、仕事にして暮らして

いる先輩移住者をゲストに迎え、「移住するなら、やっぱり、ここだね！平川市」を考え

ます。 

【開催日時】7月 21 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 B1F） 

【参加費】（平川市の食材を使ったお食事が含まれます） 

・35歳以上男性 3200 円 

・35歳未満男性及び女性 2200円 

※平川市出身の方は 500円割引！ 

【定員】20名 

【ご案内ページ】＜只今準備中＞ 

【お問合せ】一般社団法人あおつな創出プロジェクト（Mail：info@aotuna.net） 

※詳細は決定次第随時お知らせしていきます。 

 

●毎月２回開催！【ミニ面接会 in弘前】スカイプ面談可能！！ 

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。６・７・８月は以下の日程で開催します。 

【開催日】6 月 25 日(月)・7月 11日(水),30 日（月）・8月 9日(木),23 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（千代田区有楽町 2-

10-1 東京交通会館 6階）又はご自宅 

【ご案内ページ】各開催日の詳細が決定次第ホームページに掲載いたします。 

（弘前市ホームページ）

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/oshirase/sangyo/index.html 

https://att.alohapc.jp/events/attendee/1d265f2861
mailto:info@aotuna.net
http://towada-iju.com/category/180607_091337
mailto:info@aotuna.net
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/oshirase/sangyo/index.html
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（弘前くらし弘前市ホームページ）http://www.hirosakigurashi.jp/event/ 

【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） 

 

 

●【新・農業人フェア 働く！農業ＥＸＰＯ２０１８】 

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です。 農

業に興味を持ち始めたばかりの初心者から、具体的な独立の道筋や就職・転職先、農

業を学ぶ研修先や 学校を探したい方まで気軽にご参加いただけます。 

「いつかは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」、

「農業に興味があるが、何から始めればよいかわからない」 など、農業をやること

に興味のある様々な方が気軽に情報を得られます。 

また、独立に向けた具体的な道筋や、就職・転職先が見つけられるイベントです。 

【開催日時・場所】 

7月 28日（土）10:00～16:30 東京国際フォーラム（千代田区丸の内 3-5-1） 

9月 1日（土）10:00～16:30 サンシャインシティ（豊島区東池袋 3-1） 

1月 26日（土）10:00～16:30 サンシャインシティ（豊島区東池袋 3-1） 

※この他、大阪会場（7月 15日（日）ハービスホール、12月 22日（土）ＯＭＭ）、 

札幌会場（10月 13日（土）札幌コンベンションセンター）でも開催予定 

【ご案内ページ】http://shin-nougyoujin.hatalike.jp/ 

【お問合せ】株式会社リクルートジョブズ 新・農業人フェア出展申込受付センター 

TEL：050-3187-9388 ※10:00～17:00（土日祝休み）  

（Mail：fair@shin-nougyoujin.com） 

 

●【青森県合同移住フェア】今年も開催決定！ 

青森県が主催する最大の移住フェア「青森県合同移住フェア」の開催が決定しました！青

森県での多様な働き方・暮らし方、女性が活躍する青森県での働き方・暮らし方をテーマ

に、三村知事のプレゼンテーションや先輩移住者のトーク、市町村ＰＲなど、オール青森

の体制で開催します。 

【開催日時】8月 25 日（土） 

【開催場所】サピアタワー5階 サピアホール（千代田区丸の内 1-7-12） 

【ご案内ページ】http://www.aomori-life.jp/event/ijyuevent/detail.php?id=876 

※詳細は決定次第随時お知らせしていきます。 

 

●毎月開催！！【あおもり UIJターン創業相談会 in東京】 

青森県での UIJターン創業をお考えの方、関心のある方向けの個別相談会を毎月開催して

います。これまで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月から９月の開催日は以下のとおりで

す。 

【開催日時】7月 21 日（土）・8月 18日（土）・9月 22日（土） 

(1)10：10～11：40 (2)13：10～14：40 (3)15：10～16：40  

【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 

NPO法人ふるさと回帰支援センター内） 

【定員】3名 ※時間指定(事前予約優先)の個別相談会となります。 

【ご案内ページ】 

http://www.aomori-life.jp/news/oshirase/uijinh30.html 

【お問合せ・お申し込み】青森県地域産業課（TEL：017-734-9374） 

 

  

http://www.hirosakigurashi.jp/event/
http://www.aomori-life.jp/news/oshirase/uijinh30.html
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====================================================================== 

＜3＞ 青森県内開催：移住・交流イベント情報 

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

●「ワーホリ黒石！」参加者募集 

都市部に暮らす皆さんが、一定の期間黒石市に滞在し、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り組み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は是非ご応募ください。 

【体験メニューと対象】 

 ①ワーキングホリデー型：青森県外在住の大学生を中心とした若者 

②ワーキングホリデー型（農家民泊実習）：青森県外在住の大学生 

③トラベラーズワーキング型：青森県外在住の 60歳前後の一般の方 

【申込締め切り】①②は 6月 29日（金）、③は 7月 24日(火)～8月 28日(火)まで 

【ご案内ページ】http://www.city.kuroishi.aomori.jp/ 

【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 内線 654,655） 
 

●鶴田町お試し移住・農業体験 

鶴田町への移住と就農にご関心のある方必見！農作業体験と、観光ガイドつきの町内観光

を楽しみませんか？ 

【開催日時】7月 10 日（火）～7月 13日（金）3泊 4日 

【定員】5人（定員になり次第募集を締め切ります） 

【申込締め切り】6月 29日（金） 

【ご案内ページ】http://www.town.tsuruta.lg.jp/info/post-322.html 

【お問合せ】鶴田町企画観光課まちづくり班（TEL：0173-22-2111 内線 263） 

 

 

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

＜4＞ 首都圏開催：あおもりイベント情報 

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

●6/30(土)まで！青森グルメフェア 陸奥湾ほたてプライドフィッシュフェア 

【開催日程】5月 14 日（月）～6月 30日（土） 

【開催場所】ホテルグランドパレス（千代田区飯田橋 1-1-1） 

【注目ポイント】ホテルグランドパレス内の各レストランで、青森県のプライドフィッシ

ュむつ湾ほたて等県産食材を使用したメニューを提供！ 

【ご案内ページ】 

https://www.grandpalace.co.jp/restaurant/pdf/fair_aomori.pdf 

【お問合せ】ホテルグランドパレス（TEL：03-3264-1111）各レストランまで 

 

●7/2(月)まで！マルモキッチンで「青森再発見 青森会」 

【開催日程】5月 22 日（火）～7月 2日（月）まで 

【開催場所】マルモキッチン各店舗 

【注目ポイント】各店舗にて「海峡サーモンとむつ湾ホタテのわさび醤油ごはん」、「海

峡サーモンと彩り野菜のバター醤油ごはん」を提供！ 

【ご案内ページ】 

http://byo.co.jp/news/?cat=14#8246 

【お問合せ】青森県東京事務所（TEL：03-5212-9113） 

 

●7/2(月)まで！だし茶漬け「えん」で海峡サーモンのだし茶漬けが味わえます！ 

【開催日程】5月 29 日（火）～7月 2日（月）まで 

【開催場所】だし茶漬け「えん」各店舗にて、脂ののった海峡サーモン、青森の野菜漬け

「味よし」を合わせた季節のだし茶漬けを提供。 

【ご案内ページ】http://byo.co.jp/news/?cat=11#8261 

【お問合せ】青森県東京事務所（TEL：03-5212-9113） 

http://www.town.tsuruta.lg.jp/info/post-322.html
https://www.grandpalace.co.jp/restaurant/pdf/fair_aomori.pdf
http://byo.co.jp/news/?cat=14#8246
http://byo.co.jp/news/?cat=11#8261
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====================================================================== 

＜5＞ 青森県内「地域おこし協力隊」募集情報 

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

●6月 11日現在、県内 10市町村で「地域おこし協力隊」を募集しています！「青森だか

らできる！」個性あるミッションがあります。あなたのこれまでの経験を、ぜひ青森県で

活かしませんか？（募集情報は随時更新中。要チェックです！） 

【ご案内ページ】http://www.aomori-life.jp/news/kyouryokutai/-710-.html 

 

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

＜6＞ その他 

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

●【青森暮らし移住相談会 in仙台】 

仙台在住の方必見！仙台で初めて青森への移住個別相談会を開催します。 

青森に少し興味のある方からそろそろ青森へ帰ろうかなという方まで、是非お待ちし

ています！ 

【開催日時】7月 16 日（月・祝）13:00～18:00 

※予約優先制。下記の時間帯で各２組まで予約受付。 

 ①13:00～14:00  ②14:10～15:10 

 ③15:20～16:20  ④16:30～17:30 

【開催場所】TKP ガーデンシティ仙台 カンファレンスルーム１３Ｃ 

（JR仙台駅隣 アエル 13階） 

【お申込み・お問合せ】お申込みフォーム https://goo.gl/Pnr9GG 

青森県地域活力振興課（TEL：017-734-9174） 

 

●【青森に移住し Night in仙台～南部編～】 

前日の個別相談会に引き続き、青森への移住をお考えの方、青森ファンが大集合する

交流会を開催します。「青森で見つけた私の生き方」をテーマに、宮城から南部地方

へＵＩターンした方２名をゲストに迎え、青森での暮らしを考えます。 

交流会の最後にはじゃんけん大会で青森の特産品が当たるかも…？！ 

【開催日時】7月 17 日（火）18:30～21:00（予定） 

【開催場所】TKP ガーデンシティ仙台 ホール 21E・F 

（JR仙台駅隣 アエル 21階） 

【参加費】（お食事代を含みます） 

・35歳以上男性 3200円 

・35歳未満男性及び女性 2200円 

【ご案内ページ】＜只今準備中＞ 

【定員】20 名 

【お問合せ】一般社団法人あおつな創出プロジェクト（Mail:info@aotuna.net） 

 

●【ふるさと回帰フェア 2018in大阪「おいでや！いなか暮らしフェア」】 

全国約 200 地域が大集合！関西最大級の移住・定住イベントに青森県もブース出展し

ます。 

普段なかなか移住相談できる機会がないという関西圏にお住まいの皆様、このチャン

スをお見逃しなく！ 

【開催日時】7月 28 日（土）11:00～17:00 

【開催場所】大阪天満橋 OMMビル 2階 B・Cホール（大阪市中央区大手前 1-7-31） 

【ご案内ホームページ】https://www.inaka-event.com/ 

【お問合せ】認定 NPO法人ふるさと回帰支援センター 大阪ふるさと暮らし情報センター 

「おいでや！いなか暮らしフェア運営事務局」 

（TEL：06-4790-3000） 

 

 

http://www.aomori-life.jp/news/kyouryokutai/-710-.html
https://goo.gl/Pnr9GG
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●青森県内での就職活動等を行う際の交通費を助成します！ 

青森県では、青森県内で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。昨年度から制度を拡充し、県外大学生等や転職希望者の方が直接申請できるように

なっています。ぜひご活用ください！ 

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

 

今年度より開設された「あおもり UIJターン就職支援サイト Aomori-Job」もご覧ください。 

http://aomori-job.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。 

★青森暮らしサポートセンター https://www.facebook.com/aomorigurashi 

★あおもり暮らし｜青森県移住・交流ポータルサイト  

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

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） 

※月・祝・夏期・年末年始等お休みです 

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 

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

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

