
合同開催：岩手県U・IターンフェアI

いわてユーアイトーク

パブリック
ビューイング
会場も設置！

東京会場

NPO 法人ふるさと回帰支援
センター内イベントスペース
（事前申込制・限定20名）
東京都千代田区有楽町2-10-1

東京交通会館4F

【総合司会】 ふじポン・葛巻舞香

ふじポンのたき火トーク
ふじポンと岩手の経営者らがたき火を囲んでかたり合う！

事前配信

移住＆仕事個別相談
集中受付期間（Zoom）

県の相談窓口や自治体・企業に、
直接相談できます!

7月17日～7月25日

感染症対策のうえ
ご来場ください

要事前申込

いわて
YOU&Iトーク

オープニングセッション

定員
50名

7.17  [ S A T ] 12:00 ▶ 13:30

7.17  [ S A T ]  / 17:00 ▶ 18:30

先輩移住者と語る
“いわての本音”

交流会

移住のきっかけは十人十色。
“自分らしさ”を追求し、実際に
岩手に移住してきた先輩移住者の
リアルな話が聞けます。

岩手県のテレビ局アナウンサーたちが勢揃い！
取材して感じた岩手の魅力を語ります。

浅見智アナ（IBC） 古舘友華アナ（TVI）

石橋美希アナ（mit） 市橋里音奈アナ（IAT）
出演者は変更となる場合があります。

いわて
ケンミンdeショー

クロージングセッション

定員
100名

定員
30名

7.18  [ S U N ] 17:00 ▶ 18:30

盛岡さんさ踊りや先輩移住者とのトークなど、
後藤さんと一緒に岩手の魅力を"体験"しよう！

岩手県産米をプレゼント！

【田野畑村】高浜 大介さん

【釜石市】花堂 佳月さん

期間中の相談または相談予約で
岩手県産米プレゼント

（詳しくはWEBページで！）

アメリカと中継を結び、
大谷翔平選手の担当記者が

出演予定

各コンテンツに事前申込の
うえ参加し、アンケートにお答え
いただいた方に、岩手のお米
（金色の風や銀河のしずく）を
プレゼント！

先着
200名

要事前
申込

四千頭身 後藤 拓実（岩手県出身）

NTV｢有吉の壁｣、EX｢爆笑問題&霜降り明星の
シンパイ賞！！｣、NTV「スポーツ漫画みてぇな話」
FMFUJI｢四千ミルク｣レギュラー出演中。

及川健児さん
由希子さん【奥州市】 



交流会

事前申込や相談・予約でステキなプレゼント！

13:30 ▶ 14:30

14:30 ▶ 15:00

わが社の魅力
60秒PRチャレンジ

おウチでいわて旅
オンライン観光ツアー

観光地などを現地から生中継。その土地なら
ではの名所やお土産をおウチにいながら楽しめ
ます。【訪問市町村】久慈市・花巻市・一戸町

制限時間は60秒。
60秒で自社の魅力を伝えきれるよう、
各企業が、工夫をこらした動画を配信します！

17日

18日

12:00 ▶ 13:30

いわてYOU＆Iトーク
オープニングセッション

岩手県のテレビ局アナウンサーが勢揃い！岩手
の魅力を様々な角度から語ります。さらに大谷翔
平選手の担当記者もアメリカから出演予定。

zoom
ウェビナー
30名

事前予約制

14:00 ▶ 15:30

いわてのシゴト
未来予想図

社会人・転職希望者歓迎

岩手の経営者3名が、移住を伴う転職事情や必要と
される社員像について語ります。移住支援金制
度やその活用事例も紹介！

zoom
ウェビナー
30名

事前予約制

zoom
ウェビナー
50名

事前予約制

12:00 ▶ 13:30

オンライン
クッキング教室

高品質な岩手県の食材を使った
オンライン料理教室。食材を
ご自宅にお届けしますので、
講師と一緒にリアルタイムで
料理を作りましょう。

zoom
ミーティング
15名

事前予約制

zoom
ミーティング
30名

事前予約制

zoom
ウェビナー
30名

事前予約制

zoom
ウェビナー
100名

事前予約制

企業紹介

[ 第 2 部 ]  15:30 ▶ 16:00[ 第 1 部 ]  13:30 ▶ 14:00

わがまちの魅力
60秒PRチャレンジ

制限時間は60秒。
60秒でわがまちの魅力を伝えきれるよう、
各自治体が工夫をこらした動画を配信します!

自治体紹介

17:00 ▶ 18:30

いわて
ケンミンdeショー

イベントの締めくくりにはスペシャル
ゲストとしてあの四千頭身・後藤拓実
さんが登場！
盛岡さんさ踊りや岩手のお土産、
先輩移住者とのトークなど、後藤さんと
一緒に岩手の魅力を"体験"しよう！

クロージングセッション

16:00 ▶ 17:00

訪問！岩手の「住まい」

県内の体験住宅や空き家から生中継！
“住む”にはその土地を“知る”ところから。
おウチにいながら現地を体感してみましょう。

　【訪問市町村】一関市・雫石町・住田町

15:00 ▶ 17:00

学生対象

17:00 ▶ 18:30

先輩移住者と語る
“いわての本音”

IGRいわて銀河鉄道(株) / (株)菅文
(株)タカヤ / 炎重工(株)
manordaいわて(株) / (株)岩手日報社

移住のきっかけは十人十色。
“自分らしさ”を追求し、実際に岩手
に移住してきた先輩移住者のリアルな
話を聞いてみよう！

【田野畑村】
高浜 大介さん

【釜石市】 
花堂 佳月さん

【奥州市】 
及川健児さん
由希子さん

TIME LINE

コンテンツごとに予約可能です！

各コンテンツに事前申込の
うえ参加し、アンケートに
お答えいただいた方に、
岩手のお米（金色の風や
銀河のしずく）をプレゼント！

岩手のお米を
プレゼント

①オンラインツアー（観光・移住）
②交流会③クッキング教室に
事前申込みすると、ご自宅にお
土産や食材をお届けします！
（7/14までの申込みに限ります）

スペシャルギフト

浅見智
アナ
（IBC）

古舘友華
アナ
（TVI）

石橋美希
アナ
（mit）

市橋里音奈
アナ
（IAT）

岩手で働く若手社員と参加者が本音でトーク。
交流しながら、将来を自分なりに描くためのヒント
を見つけましょう！

参加企業

東京都出身。
元・田野畑村地域おこし
協力隊。「ＮＰＯ法人
地球のしごと大學」
理事長として活動。

夫婦でＵＩターン。江刺
産りんご農家「及川
りんご農園」とカフェ

東京都出身。星野
リゾートなどを経て、
観光地域づくりに
取組む「（株）かまいし
ＤＭＣ」に転職。

(株)岩手ホテルアンドリゾート代表取締役社長 黒澤 博史氏
(株)サトウ精機代表取締役社長 佐藤 智栄氏
(株)ワイズマン代表取締役社長 南舘 聡一郎氏

四千頭身 ： 後藤拓実（岩手県出身）

※出演者は変更となる場合があります

主催：岩手県・公益財団法人ふるさといわて定住財団　 共催：認定NPO法人ふるさと回帰支援センターいわてユーアイトーク
お問い合わせ いわて You & Iトーク事務局（岩手日報社広告事業局企画推進部内）TEL: 019-653-4119   MAIL: iwate.youandi@gmail.com

「東京オフィス2021 年 第 167－169 回ふるさと暮らしセミナー」

オンライン移住ツアー

 S A T

 S U N 

NTV｢有吉の壁｣、EX｢爆笑問題&
霜降り明星のシンパイ賞！！｣、NTV
「スポーツ漫画みてぇな話」、FMFUJI
｢四千ミルク｣レギュラー出演中。
 

【司会】 橋爪志織（FMI）

（三陸鉄道） （マルカン） （御所野縄文公園）

企業×学生
いわてで働くってどうですか？

zoom
ウェビナー
15名

事前予約制

7/17-25に相談または
相談予約で岩手県産米
をプレゼント！
 （詳しくはWEBページへ！）

移住＆仕事個別相談
集中受付期間（Zoom）

さらに

いわぎんコンサルティング(株) 佐々木 美奈氏
ゲストコメンテーター

出 演 者

先着
200名

要事前
申込

※各コンテンツの内容は変更になる場合がございます。

いわてYOU&Iトーク

おウチでいわて旅

わが社の魅力60秒PR

いわてで働くってどうですか？

 先輩移住者と語る
“いわての本音”

12:00

13:30

14:30

15:00

17:00

18:30

12:00

13:30

14:00

15:30

16:00

17:00

18:30

TIME LINE

オンラインクッキング教室

いわてのシゴト未来予想図

[第2部] わがまちの魅力60秒PR

[第1部] わがまちの魅力60秒PR

訪問！岩手の「住まい」

いわてケンミンdeショー

要事前申込

「ミズサキノート」を経営。


