っけだの～ じょっさね やばち あがすけ おしょうしな んだにゃ～ あがすけ けやぐ わげもの わらはんど めごい さんじゃらっと） じぇんこ んだびょん
ば めんこい おしょす えんずい ごんぼほり おもさげながんす おばんです おあげんせ んだ おらほ あべ け けろ だけんちょ やんべ てわすら さす
え うるかす なげる しゃーあんめ はらくっちい とうみぎ たんがく ねっぱす ひっぱがす ぶすぐれる ぼっこす おらい むぐす ぽうぽい ばっち けっ
した へば んだんだ じゃんご こっちゃ うだで めんけ あば いずい うるかす おしょすい おっかね おばんでがす おはよう靴下 おだづ けっぱる だ
いきなり ジャス しゃっこい なじょする なんぼ しなきゃない やんだ もっけだの～ じょっさね やばち あがすけ おしょうしな んだにゃ～ あがすけ
やぐ わげもの わらはんど めごい さんじゃらっと） じぇんこ んだびょん へば めんこい おしょす えんずい ごんぼほり おもさげながんす おばんです
げんせ んだ おらほ あべ け けろ だけんちょ やんべ てわすら さすけねえ うるかす なげる しゃーあんめ はらくっちい とうみぎ たんがく ねっぱ
ひっぱがす ぶすぐれる ぼっこす おらい むぐす ぽうぽい ばっち けっ なした へば んだんだ じゃんご こっちゃ うだで めんけ あば いずい うる
おしょすい おっかね おばんでがす おはよう靴下 おだづ けっぱる だから いきなり ジャス しゃっこい なじょする なんぼ しなきゃない やんだ も
だの～ じょっさね やばち あがすけ おしょうしな んだにゃ～ あがすけ けやぐ わげもの わらはんど めごい さんじゃらっと） じぇんこ んだびょん へ
めんこい おしょす えんずい ごんぼほり おもさげながんす おばんです おあげんせ んだ おらほ あべ け けろ だけんちょ やんべ てわすら さすけね
うるかす なげる しゃーあんめ はらくっちい とうみぎ たんがく ねっぱす ひっぱがす ぶすぐれる ぼっこす おらい むぐす ぽうぽい ばっち けっ な
へば んだんだ じゃんご こっちゃ うだで めんけ あば いずい うるかす おしょすい おっかね おばんでがす おはよう靴下 おだづ けっぱる だから
きなり ジャス しゃっこい なじょする なんぼ しなきゃない やんだ もっけだの～ じょっさね やばち あがすけ おしょうしな んだにゃ～ あがすけ け
わげもの わらはんど めごい さんじゃらっと） じぇんこ んだびょん へば めんこい おしょす えんずい ごんぼほり おもさげながんす おばんです おあ
せ んだ おらほ あべ け けろ だけんちょ やんべ てわすら さすけねえ うるかす なげる しゃーあんめ はらくっちい とうみぎ たんがく ねっぱす
っぱがす ぶすぐれる ぼっこす おらい むぐす ぽうぽい ばっち けっ なした へば んだんだ じゃんご こっちゃ うだで めんけ あば いずい うるか
おしょすい おっかね おばんでがす おはよう靴下 おだづ けっぱる だから いきなり ジャス しゃっこい なじょする なんぼ しなきゃない やんだ もっ
の～ じょっさね やばち あがすけ おしょうしな んだにゃ～ あがすけ けやぐ わげもの わらはんど めごい さんじゃらっと） じぇんこ んだびょん へば
んこい おしょす えんずい ごんぼほり おもさげながんす おばんです おあげんせ んだ おらほ あべ け けろ だけんちょ やんべ てわすら さすけねえ
るかす なげる しゃーあんめ はらくっちい とうみぎ たんがく ねっぱす ひっぱがす ぶすぐれる ぼっこす おらい むぐす ぽうぽい ばっち けっ なし
へば んだんだ じゃんご こっちゃ うだで めんけ あば いずい うるかす おしょすい おっかね おばんでがす おはよう靴下 おだづ けっぱる だから
なり ジャス しゃっこい なじょする なんぼ しなきゃない やんだ もっけだの～ じょっさね やばち あがすけ おしょうしな んだにゃ～ あがすけ けや
わげもの わらはんど めごい さんじゃらっと） じぇんこ んだびょん へば めんこい おしょす えんずい ごんぼほり おもさげながんす おばんです おあげ
んだ おらほ あべ け けろ だけんちょ やんべ てわすら さすけねえ うるかす なげる しゃーあんめ はらくっちい とうみぎ たんがく ねっぱす ひ
がす ぶすぐれる ぼっこす おらい むぐす ぽうぽい ばっち けっ なした へば んだんだ じゃんご こっちゃ うだで めんけ あば いずい うるかす
ょすい おっかね おばんでがす おはよう靴下 おだづ けっぱる だから いきなり ジャス しゃっこい なじょする なんぼ しなきゃない やんだ もっけだ
じょっさね やばち あがすけ おしょうしな んだにゃ～ あがすけ けやぐ わげもの わらはんど めごい さんじゃらっと） じぇんこ んだびょん へば め
い おしょす えんずい ごんぼほり おもさげながんす おばんです おあげんせ んだ おらほ あべ け けろ だけんちょ やんべ てわすら さすけねえ う
す なげる しゃーあんめ はらくっちい とうみぎ たんがく ねっぱす ひっぱがす ぶすぐれる ぼっこす おらい むぐす ぽうぽい ばっち けっ なした
んだんだ じゃんご こっちゃ うだで めんけ あば いずい うるかす おしょすい おっかね おばんでがす おはよう靴下 おだづ けっぱる だから いき
ジャス しゃっこい なじょする なんぼ しなきゃない やんだ もっけだの～ じょっさね やばち あがすけ おしょうしな んだにゃ～ あがすけ けやぐ
もの わらはんど めごい さんじゃらっと） じぇんこ んだびょん へば めんこい おしょす えんずい ごんぼほり おもさげながんす おばんです おあげんせ
だ おらほ あべ け けろ だけんちょ やんべ てわすら さすけねえ うるかす なげる しゃーあんめ はらくっちい とうみぎ たんがく ねっぱす ひっぱ
ぶすぐれる ぼっこす おらい むぐす ぽうぽい ばっち けっ なした へば んだんだ じゃんご こっちゃ うだで めんけ あば いずい うるかす おし
い おっかね おばんでがす おはよう靴下 おだづ けっぱる だから いきなり ジャス しゃっこい なじょする なんぼ しなきゃない やんだ もっけだの～
ょっさね やばち あがすけ おしょうしな んだにゃ～ あがすけ けやぐ わげもの わらはんど めごい さんじゃらっと） じぇんこ んだびょん へば めんこ
おしょす えんずい ごんぼほり おもさげながんす おばんです おあげんせ んだ おらほ あべ け けろ だけんちょ やんべ てわすら さすけねえ うるか
なげる しゃーあんめ はらくっちい とうみぎ たんがく ねっぱす ひっぱがす ぶすぐれる ぼっこす おらい むぐす ぽうぽい ばっち けっ なした へば
だんだ じゃんご こっちゃ うだで めんけ あば いずい うるかす おしょすい おっかね おばんでがす おはよう靴下 おだづ けっぱる だから いきなり
ャス しゃっこい なじょする なんぼ しなきゃない やんだ もっけだの～ じょっさね やばち あがすけ おしょうしな んだにゃ～ あがすけ けやぐ わげ
わらはんど めごい さんじゃらっと） じぇんこ んだびょん へば めんこい おしょす えんずい ごんぼほり おもさげながんす おばんです おあげんせ ん
おらほ あべ け けろ だけんちょ やんべ てわすら さすけねえ うるかす なげる しゃーあんめ はらくっちい とうみぎ たんがく ねっぱす ひっぱがす
すぐれる ぼっこす おらい むぐす ぽうぽい ばっち けっ なした へば んだんだ じゃんご こっちゃ うだで めんけ あば いずい うるかす おしょす
おっかね おばんでがす おはよう靴下 おだづ けっぱる だから いきなり ジャス しゃっこい なじょする なんぼ しなきゃない やんだ もっけだの～
ょっさね やばち あがすけ おしょうしな んだにゃ～ あがすけ けやぐ わげもの わらはんど めごい さんじゃらっと） じぇんこ んだびょん へば めんこ
おしょす えんずい ごんぼほり おもさげながんす おばんです おあげんせ んだ おらほ あべ け けろ だけんちょ やんべ てわすら さすけねえ うるか
なげる しゃーあんめ はらくっちい とうみぎ たんがく ねっぱす ひっぱがす ぶすぐれる ぼっこす おらい むぐす ぽうぽい ばっち けっ なした へば
だんだ じゃんご こっちゃ うだで めんけ あば いずい うるかす おしょすい おっかね おばんでがす おはよう靴下 おだづ けっぱる だから いきなり
ャス しゃっこい なじょする なんぼ しなきゃない やんだ もっけだの～ じょっさね やばち あがすけ おしょうしな んだにゃ～ あがすけ けやぐ わげ
わらはんど めごい さんじゃらっと） じぇんこ んだびょん へば めんこい おしょす えんずい ごんぼほり おもさげながんす おばんです おあげんせ ん
おらほ あべ け けろ だけんちょ やんべ てわすら さすけねえ うるかす なげる しゃーあんめ はらくっちい とうみぎ たんがく ねっぱす ひっぱがす
すぐれる ぼっこす おらい むぐす ぽうぽい ばっち けっ なした へば んだんだ じゃんご こっちゃ うだで めんけ あば いずい うるかす おしょす
おっかね おばんでがす おはよう靴下 おだづ けっぱる だから いきなり ジャス しゃっこい なじょする なんぼ しなきゃない やんだ もっけだの～
ょっさね やばち あがすけ おしょうしな んだにゃ～ あがすけ けやぐ わげもの わらはんど めごい さんじゃらっと） じぇんこ んだびょん へば めんこ
おしょす えんずい ごんぼほり おもさげながんす おばんです おあげんせ んだ おらほ あべ け けろ だけんちょ やんべ てわすら さすけねえ うるか
なげる しゃーあんめ はらくっちい とうみぎ たんがく ねっぱす ひっぱがす ぶすぐれる ぼっこす おらい むぐす ぽうぽい ばっち けっ なした へば
海のあるくらし
トークセッション
第１部
だんだ じゃんご こっちゃ うだで めんけ 就業
あば いずい うるかす
おしょすい おっかね おばんでがす
おはよう靴下
おだづ けっぱる だから いきなり
継業
二地域居住OK ！
「東北ならではの
ャス しゃっこい なじょする なんぼ しなきゃない
やんだ もっけだの～
じょっさね やばち あがすけ おしょうしな んだにゃ～ あがすけ けやぐ わげ
起業・創業
第１次産業
雪との付き合い方や食の奥深さ」
/ 験 さんじゃらっと） じぇんこ んだびょん へば（総合相談
わらはんど 体感
めごい
めんこい）おしょす えんずい ごんぼほり おもさげながんす おばんです おあげんせ ん
地域おこし協力隊
おらほ あべ 関係人口
け けろ（ふれあい広場
だけんちょ ）
やんべ てわすら さすけねえ うるかす なげる しゃーあんめ はらくっちい とうみぎ たんがく ねっぱす ひっぱがす
ものづくり
ステージイベント
すぐれる ぼっこす おらい むぐす ぽうぽい ばっち けっ なした へば んだんだ じゃんご
こっちゃ うだで めんけ あば いずい うるかす おしょす
「〜人を幸せにできる、
おっかね おばんでがす おはよう靴下 おだづ けっぱる だから いきなり ジャス しゃっこい
なじょする なんぼ しなきゃない やんだ もっけだの～
はじめてのエクササイズ〜
ょっさね やばち あがすけ おしょうしな んだにゃ～ あがすけ けやぐ わげもの わらはんど めごい
さんじゃらっと） じぇんこ んだびょん へば めんこ
おしょす えんずい ごんぼほり おもさげながんす おばんです おあげんせ んだ おらほ あべ け ジョセササイズとは？」
けろ だけんちょ やんべ てわすら さすけねえ うるか
なげる しゃーあんめ はらくっちい とうみぎ たんがく ねっぱす ひっぱがす ぶすぐれる ぼっこす おらい むぐす ぽうぽい ばっち けっ なした へば
だんだ じゃんご こっちゃ うだで めんけ あば いずい うるかす おしょすい おっかね おばんでがす おはよう靴下 おだづ けっぱる だから いきなり
ャス しゃっこい 温泉好き集まれ！
なじょする なんぼ しなきゃない やんだ もっけだの～ じょっさね やばち あがすけ おしょうしな んだにゃ～ あがすけ けやぐ わげ
わらはんど めごい
さんじゃらっと） じぇんこ んだびょん へば めんこい おしょす えんずい
ごんぼほり おもさげながんす
おばんです おあげんせ ん
美味しいものに囲まれる幸せ！
トークセッション
第２部
おらほ あべ け アウトドア好き集まれ！
けろ だけんちょ やんべ てわすら さすけねえ うるかす なげる しゃーあんめ
はらくっちい とうみぎ たんがく ねっぱす ひっぱがす
「東北で多様な生き方・暮らし方」
すぐれる ぼっこす おらい むぐす ぽうぽい ばっち けっ なした へば んだんだ じゃんご こっちゃ うだで めんけ あば いずい うるかす おしょす
おっかね おばんでがす おはよう靴下 おだづ けっぱる だから いきなり ジャス しゃっこい なじょする なんぼ しなきゃない やんだ もっけだの～
ょっさね やばち あがすけ おしょうしな んだにゃ～ あがすけ けやぐ わげもの わらはんど めごい さんじゃらっと） じぇんこ んだびょん へば めんこ
主催：認定NPO法人
ふるさと回帰支援センター
オフィス2019年第343回ふるさと暮らしセミナー
おしょす えんずい ごんぼほり
おもさげながんす
おばんです おあげんせ 【東京】
んだ おらほ
あべ け けろ だけんちょ やんべ てわすら さすけねえ うるか
なげる しゃーあんめ はらくっちい とうみぎ たんがく ねっぱす ひっぱがす ぶすぐれる ぼっこす おらい むぐす ぽうぽい ばっち けっ なした へば

第３回

（青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県）

暮らす ・ 働く ・ 楽しむ

７ 28

2019年 月
日
（日） 東京交通会館12階
カトレアサロンＡ・Ｂ
11:00 ～ 17:00

入場無料
予約不要

主催：認定NPO法人ふるさと回帰支援センター
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～豊かな東北 魅力満載～

楽しむ
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ー
ステージ コーナ

第一部「東北ならではの雪との付き合い方や食の奥深さ」
ゲスト

「東北の暮らしの魅力」を地域のキーパーソンの方々に語ってい
ただくトークセッションと、雪国暮らしでの雪かきを楽しむ方法
「ジョセササイズ」のステージイベントの全３部構成です。

ゲスト
岩手県二戸市 五日市綾子氏

五日市綾子さん

丸山 淳さん

青森県青森市

岩手県二戸市

山形県鶴岡市

八甲田山に魅せられ青
森 へ 移 住。夏 は 南 八 甲
田 山 麓 で 農 業、冬 は 八
甲田山のガイドと、毎日自然相手の生
活を送る。2012年に新規就農し夏場の
野菜作りをスタート。

11：30−12：20 トークセッション 第１部
「東北ならではの雪との付き合い方や食の奥深さ」
青森県 平井義隆氏

平井義隆さん

山形県鶴岡市 丸山淳氏

福島県西会津町で誕生したジョセササ
イズは、除雪は労働ではなくエクササ
イズであるという考え方です。
ジョセササイズを通じて、雪国での暮
らしを楽しむヒントや移住者の経験談
などをご紹介いたします。
ジョセササイズを体感してみませんか？
Let's enjoy ジョセササイズ！

石塚直樹さん

勝又奈緒子さん

海野正輝さん

宮城県仙台市

秋田県鹿角市

福島県昭和村

1980年新潟県佐渡島生
まれ。2003年長岡造形
大学卒業。2004年に発
災した中越地震の復興に関わったのち、
2012年に宮城県仙台市に移住。東日本
大震災からの復興を契機とした地域づく
りに関わっている。

神奈川県出身。2017年
に鹿角市の地域おこし協
力隊に着任。SNS等を活
用し、子育てママの目線で地域の魅力を
発信するなど、鹿角市への移住・定住促
進のため多岐にわたり活動中。

第２部

嵩 和雄
（ふるさと回帰支援センター副事務局長）

ゲスト
宮城県

石塚直樹氏

秋田県鹿角市

茨 城 県 水 戸 市 出 身。都
内 で 就 職 後、昭 和 村 に
移 住。大 学 時 代 の 友 人
と みんなで共有する秘密基地 「ＳＨ
ＡＲＥＢＡＳＥ昭和村」を運営、地域活
性化のために日々活動中。

コーディネーター



13：30−14：20 トークセッション
「東北で多様な生き方・暮らし方」

1974年 生 ま れ。東 京
都 多 摩 郡 檜 原 村 出 身。
21歳の時にスノーボー
ドのプロを目指して山梨県御坂町に移
住。2012年に嫁ターンで鶴岡市に移住。
現在は月山振興公社に勤務し兼業で農
家をしている。

第二部「東北で多様な生き方・暮らし方」
ゲスト

12：30−13：20 ステージイベント
「〜人を幸せにできる、はじめてのエクササイズ〜
ジョセササイズとは？」日本ジョセササイズ協会

x

神奈川県出身。移住体験
ツアーで訪れた岩手県二
戸 市 に2017年Iタ ー ン。
二戸を拠点に東京などを行き来しながら
出稼ぎ方式で仕事をしている傍ら、地元
食材と美しい自然を気軽に楽しむのがコ
ンセプトの「どこでもラウンジ」を主催。

勝又奈緒子氏

福島県昭和村

海野正輝氏

ナー
個別相談コー

青森県
青森県
（起業・創業 /IT就業相談）
、
青森県
（ＵＩＪターン就職相談）
、
あおもり移住・交流推進協議会、
青森市、弘前市、八戸市、黒石市、
十和田市、つがる市、七戸町

東北エリアの自治体・団体が大集合！
具体的な地域が決まっていなくても、
「暮らす・働く・楽し
む」のテーマごとにブースが並んでいるので、気になる
テーマのところに足を運んで、お気軽にご相談ください。

岩手県
岩手県、盛岡市、大船渡市、
奥州・北上・金ケ崎・西和賀定住自立圏、
一関市、二戸市、八幡平市、雫石町、
葛巻町、山田町、洋野町、一戸町

秋田県
秋田県、秋田市、能代市、大館市、男鹿市、
湯沢市、鹿角市、由利本荘市、北秋田市、
にかほ市、八峰町、秋田県事業引継ぎ支援センター、
ＮＰＯ法人秋田花まるっグリーン・ツーリズム推進協議会

宮城県
宮城県、白石市、角田市、登米市、栗原市、七ヶ宿町、
川崎町、加美町、南三陸町、日本政策金融公庫、
宮城おおさき移住支援センター・くーらす

山形県
やまがた移住定住・人材確保推進協議会、
鶴岡市、酒田市、上山市、村山市、天童市、
尾花沢市、中山町、朝日町、小国町、
白鷹町、庄内町、遊佐町

福島県
福島県、県北地方振興局、県中地方振興局、会津地方振興局、
南会津地方振興局、相双地方振興局、会津若松市、喜多方市、
二本松市、伊達市、本宮市、只見町、天栄村、湯川村、会津美里町、
石川町、IWAKI ふるさと誘致センター、ラクラスしらかわ

会場

東京交通会館

東京交通会館１２F カトレアサロンA・B
東京都千代田区有楽町2-10-1

【会場までのアクセス】
J R 山 手 線・京 浜 東 北 線・有 楽 町 駅（ 京 橋・中 央 口（ 銀 座 側 ））
有楽町線
有楽町駅[D8] 徒歩1分 有楽町線 銀座一丁目駅[2]
銀 座駅[C9]
丸ノ内線
銀 座駅[C9]
徒歩3分 銀 座線
日比谷 線
銀 座駅[C9]
徒歩3分 千代田線 日比谷駅[D8]
都営三田線 日比谷駅[D8] 徒歩5分

ふるさと回帰支援センター
03-6273-4401 E-mail ginza@furusatokaiki.net

徒歩1分
徒歩1分
徒歩3分
徒歩8分

認定NPO法人

お問合せ先

TEL

東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館 8 階

営業時間

10:00〜18:00 火〜日曜日（ 定休：月曜日・祝日）

