
WEBサイトはこちらから

申込方法

お問合せ

https://www.michinoritravel-tohoku.jp/
（株）みちのりトラベル東北

Mail  e.tokusanai@michinoritravel-tohoku.jp
TEL  019-641-8811（担当:戸草内）  　FAX  019-641-8844

参加費 おひとり様 20,000円（税込） 定 員 各回12名程度
（最少催行人数１名）

参加希望者多数の場合、お申込時にご記入いただく
参加動機をもとに選考いたします。ご了承ください。

盛岡市・岩手町

自由に、自然に、心地よく
「私らしさ」と出会う旅

2021年1月
29日（金）夜   31日（日）

日
程

QRコード
からも
アクセス！

こんな時代だからこそ、北海道に次いで広い岩手ならではの雄大な自然の中で働く人たちや、アウトドアや
家庭菜園など身近な自然を楽しむ暮らし方を実践している人たちに出会う旅に出かけましょう！
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2021年2月
19日（金）夜  21日（日）

日
程

花巻市・西和賀町

岩
手で

2020年11月
21日（土）  23日（月・祝）

日
程

女性とその同伴者

2020

第1弾
沿岸

３密無縁の
三陸の山で実践する
新たな働き方にふれる旅

暮らす・働く・生きる
STAY IWATEで見つける
新しい生き方
STAY IWATEで見つける
新しい生き方

●WEB会議サービス「zoom」を利用し、2泊３日のツアーを3
時間に凝縮して提供
●現地とWEBをつないで交流するとともに、予定されていた
訪問先の特産品（お菓子や工芸等）や優待券などをセットにし
てご自宅へお届けいたします

大槌町・岩泉町・田野畑村

現地ツアーを実施するに当たり、
下記の対策を講じ、お客様の安全の確保を徹底いたします。

新型コロナウイルス感染予防対策の徹底

新型コロナウイルス感染拡大の場合の代替措置
オンラインツアー形式でのご提供

下記WEBサイトより、「旅行業約款」「旅行条件書」「個人情報保護方針」等をご確認の上、
お申し込みください。

首都圏発着の往復交通費、現地経費（貸切バス、宿泊、食事等）含む
※首都圏以外のエリアからの参加も可能です、別途ご相談ください。
※代替措置「オンラインツアー」実施の場合は、出発日の1ヶ月前までに判断し、お申込みいただいた皆様に
ご案内いたします。なお、その場合は参加費をおひとり様1,000円（税込）に変更いたします。

低リスク＆
高QOLを実現させる
Uターンライフを学ぶ旅

オンライン
ツアー

出発日の1ヶ月前までにお申込みいただいた皆様へ
ご連絡させていただきます。

●宿泊は、シングルルームをご用意
●バスは、ソーシャルディスタンスを
保ち、1人２席を確保

●参加者及び随行スタッフの検温・
健康チェック等の対応を徹底
●食事や体験は、密空間を避けた内
容にて提供

主催：いわて定住・交流促進連絡協議会　
企画運営：岩手移住計画　

旅行実施：（株）みちのりトラベル東北
観光庁長官登録旅行業第2012号　（一社）全国旅行業協会正会員
〒020-0124岩手県盛岡市厨川1-17-18
TEL 019-641-8811
総合旅行業務取扱管理者 相馬 高広

受託販売：トラベル・リンク株式会社
岩手県知事登録旅行業第3-227号　（一社）全国旅行業協会正会員
〒020-0026 岩手県盛岡市開運橋通2-23 メイプル中央ビル開運橋3F  
TEL 019-658-8644 
総合旅行業務取扱管理者 北田 公子

岩手県出身者優先
（Uターン検討の方）

募
集
終
了

第2弾
県央

予告

募集中



岩手の多様な魅力を感じる！ 岩手移住の先輩に会える

仕事面のフォローも充実

プログラムアピールポイント

移住後の岩手暮らしのサポートも

はじめての方も、岩手ファンの方も、本ツアーでなければ味わ
えないたくさんの体験企画が満載。里山や田舎の暮らしだけ
でなく、リモートワークや「副業」といったコロナ禍で注目さ
れている働き方まで、県内の地域性を生かした「豊かさ」を多
様に感じ、暮らしを見つめ直してみませんか。

全日程同行する岩手移住計画メンバーのほか、各訪問先
で出会えるのはUターンIターンの「先輩」たち。
どんな経緯で岩手を選んだの？ 住まいは？ 仕事は？
移住する上で気になることはどんどん質問し自身の選択
の参考にしてください。

ツアー中、各地の地域おこし協力隊の求人について行政担当
者から説明を受けられるほか、今年度は「いわぎんコンサル
ティング」との連携により、最終日には岩手の仕事事情や個別
の企業の求人についての情報提供も。興味のある求人があれば
マッチングにむけて全力でサポート致します。

なんと34名もの参加者がツアー後に岩手に移住！ 
年に１度は盛岡に集まり「先輩移住者交流会」を開催してい
るほか、参加者同士でも連絡を取り合うなどゆるいネット
ワークとなっています。
何かと不安も多い移住ライフも安心です。
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タイムスケジュール 食事

［訪問先］盛岡市・岩手町

申し込み
締め切り 1月8日（金）2021年

④

ツアー旅程

第3弾のツアーは追って別途チラシにてご案内しますので、是非楽しみにお待ちください。

夕 ×

朝 ○

昼 ○

夕 ○

朝 ○

昼 ○

夕 ×

●石神の丘美術館 “花とアートの森”をかんじきで散策

●カエデの樹液採取体験＆レクチャー

●Ｕターントークセッション

●“まち歩きの達人”と歩く盛岡

●個別移住相談タイム（希望者のみ／事前予約制）　

●神子田朝市でモーニング

●Ｉターン僧侶と座禅体験

●ひろびろ盛岡郊外スポットめぐり

自治体説明会（協力：岩手町） 

自治体説明会（協力：盛岡市）

主催：岩手移住計画　協力：いわぎんコンサルティング

プログラム①岩手町

プログラム②盛岡市

プログラム④盛岡市

⑤岩手の雇用や企業を学ぶワークショップ

岩手町の冬を楽しむプログラム
#地域おこし協力隊 #ライフスタイル #自然 #複業

盛岡の多様な仕事、多様な暮らしにふれるバスツアー
#朝市  #僧侶 #ベンチャー #伝統工芸 #医療 

大人が暮らしを楽しむまち盛岡散策
#まち歩き #暮らし

プログラム③盛岡市
リモートワークの本音座談会
#リモートワーク #住まい #ライフスタイル

盛岡駅18：15発⇒（はやぶさ40号）⇒東京駅20：32着
東北新幹線

第2弾
県央

低リスク＆高QOLを実現させる
Uターンライフを学ぶ旅

北上川の源流・岩手町は、農業や畜産業が盛んで自
然豊かな高原地域。キャベツやブルーベリーの栽培
やそれぞれの農作物の価値を引き出す商品開発にも
力を入れています。
自由で特色ある地域おこし協力隊制度の運用によっ
て個性豊かなメンバーが活動中。その一人で、盛岡
市出身の菅原みきさんと一緒に、地域の素材を活か
したワークショップとかんじきでの散策。寒い冬だから
こその体験を楽しみましょう。
Ｕターンした岩手でのなりわいの創り方やライフスタイ
ル、地域おこし協力隊の活動などなど、リアルな思い
を聞いちゃいます。

岩手の県庁所在地・盛岡市は、秋になれば市内中
心部の中津川に鮭が遡上し、徒歩圏内に南部鉄
器の工房や酒蔵が点在。
車で30分ほどのところには温泉やスキー場もあり、
自然と文化、生活の便利さがちょうどよいバランスで
成り立っています。
盛岡を知り尽くしたガイドと一緒に住民目線で盛岡の
街を歩いたり、盛岡でリモートワークで働くＵ・Ｉターン
の方々に、都会生活との違いや盛岡だから実現でき
る暮らし・趣味についてじっくりと伺います。
最先端のテクノロジーから伝統工芸まで、多業種ベ
ンチャーが入居するオフィスを訪ね、盛岡の最先端
にふれる時間も。

宿泊▶ホテルルートイン盛岡駅前（盛岡市）

宿泊▶ホテルルートイン盛岡駅前（盛岡市）

2021年1月
29日（金）夜   31日（日）

日
程

車がなくても徒歩やバスで満喫できる盛岡の中心部。
観光ではなく住民目線で味わう時間。

散策と並行して、本気の岩手移住について相談したい方むけの個別相談も受
け付けます。

盛岡で暮らしリモートで働くＵＩターン者のトークと交流を通して、岩手で実現させたい
働き方を考えましょう。

2020年にリニューアルした石神の丘美術館の彫刻作品と里山の自然を味わい
ながら、雪原を散策。

メープルシロップの素、カエデの樹液はどうやって採るの？ いったいどんな味が
するの？ 体験してみましょう！ 地域資源に触れて味わってみるひと時。

こびる（農作業のおやつ）とお茶で温まりながら、地域おこし協力隊の菅原　みき
さんと一緒に岩手へのＵターンのメリットデメリットをざっくばらんに語らいましょう。

地元御用達の朝市で朝食

岩手の企業の賃金相場について、いわぎんコンサルティングから紹介。
同社の持つ求人案件の紹介も。３日間を振り返り、ネクストステップを言語化する。

盛岡にＩターンしラジオやイベントを通して発信を続ける
僧侶・佐々木秀吾さんのもとで座禅を体験。

暮らしの中に自然があふれる盛岡のユニークな公園などを散策

●ヘルスティック・イノベーション・ハブ見学
異業種のベンチャー企業が入居する施設で、医療や伝統工芸の分野で注目を
集める経営者やＵターン社員らと意見交換。

盛
岡
市

岩
手
町

※当日の天候や交通事情などやむを得ない理由によりプログラムが変更となる場合があります。　※2日目3日目は盛岡発着で添乗員が同行いたします。　※当日バス運行：岩手県北バス（予定）　
※東京駅以外からの出発を希望される方は、別途お知らせください。中京・関西エリアからの参加も可能です、ご相談ください。

291 金

1日目

301 土

2日目

311 日

3日目

各自首都圏より東北新幹線にて盛岡へ。その後盛岡市内の指定ホテルにチェックイン


