
開始時間 団体名 タイトル

10:30  〜 新潟県燕市 つばめのおすそわけ

10:45  〜 福井県 ふくい“幸せ移住”セミナー　～幸福度日本一の福井で暮らしませんか～

11:00  〜 福井県若狭町 海湖の幸、山の幸、人の幸。若さあふれる若狭町で子育て、就農しませんか。

11:15  〜 石川県 いしかわに住まう暮らしぶり

11:30  〜 石川県珠洲市 能登のさきっぽでワクワク！

11:45  〜 富山県（「くらしたい国、富山」推進本部） 北陸新幹線で約2時間！「くらしたい国、富山」の魅力って？

12:00  〜 栃木県 ベリーマッチとちぎ　～あなたにぴったりな暮らし、栃木にあります～

12:15  〜 福島県 ふくしまの魅力発信

12:30  〜 山形県米沢市 わたしの故郷（ふるさと）暮らし　～　たどり着いたのは　米沢　～

12:45  〜 山形県酒田市 酒田で暮らす　～きっとある、新しい出会い～

13:00  〜 山形県寒河江市（さくらんぼのまち　さがえ） 都会にはない満喫ライフスタイル～自然・食・歴史そして人情～

13:15  〜 秋田県 ★発見！高質な田舎。★　“秋田暮らし”はじめの一歩

13:30  〜 秋田県能代市 のしろ暮らす

13:45  〜 秋田県大館市 大館暮らし～忠犬ハチ公のふるさとをあなたのふるさとに～

14:00  〜 秋田県鹿角市（かづのし） 鹿角ライフのススメ～かづのに移住する理由～

14:15  〜 秋田県北秋田市 北秋田暮らし　感じる瞬間　～直感で移住した７人の声～

14:30  〜 秋田県羽後町 羽後町への移住ストーリー

14:45  〜 宮城県 みやぎへの移住は、ちょうどいい。

15:00  〜 岩手県 岩手県ふるさと暮らしセミナー　～イーハトーブへようこそ～

15:15  〜 岩手県一関市 いちのせき暮らしをご紹介！　「一関さ、あばい！！」

15:30  〜 青森県弘前市 移り住む先、弘前

15:45  〜 北海道移住促進協議会・NPO法人住んでみたい北海道推進会議 北海道で暮らそう！

16:00  〜 北海道名寄市 星が降り　ひまわりに包まれるまち　なよろに、行ってみよう。住んでみよう。

16:15  〜 北海道礼文町 最北の花の浮島　礼文島の暮らし

＊  時間・内容につきましては、当日一部変更となる場合がございます。

開始時間 団体名 タイトル

10:30  〜 長野県　/　田舎暮らし「楽園信州」推進協議会 信州に暮らす。　～来る人　住む人　しあわせ信州～

10:45  〜 長野県長野市 まだ移住先選びで消耗してるの？　—―「とりあえず長野」のススメ

11:00  〜 長野県上田市 若者起業家が集う街「信州上田」の仕組み

11:15  〜 長野県須坂市 -すざかでさがす、よりよい暮らし-　須坂においで

11:30  〜 長野県小諸市 長野県小諸（こもろ）市移住セミナー

11:45  〜 長野県伊那市 くらっし伊那市へ～山岳と農業と教育のまち～

12:00  〜 長野県大町市 住民による、まち作り

12:15  〜 長野県飯島町 いいじま町  de  いい暮らし♪

12:30  〜 長野県松川町 くだものの里松川町

12:45  〜 岐阜県 日本の真ん中に住む幸せ　～清流の国ぎふへようこそ～

13:00  〜 三重県 三重暮らしのススメ

13:15  〜 三重県尾鷲市 海の碧  山の緑  あふれる情熱  三重県尾鷲市に!

13:30  〜 三重県大台町 好きをシゴトにできるマチ　三重県大台町

13:45  〜 奈良県  川上村 あなたの第2のふるさとに

14:00  〜 滋賀県高島市 高島らしい働き方・暮らし方セミナー

14:15  〜 「とくしま」ふるさと回帰推進協議会 住んでみんで徳島で！

14:30  〜 徳島県三好市 “四国のへそ”三好市くらしセミナー～暮らしはアナログ、仕事はデジタル～

14:45  〜 徳島県勝浦町 ほどほどな田舎町、勝浦町に来てみんで？

15:00  〜 香川県観音寺市 観音寺市で農業はじめてみませんか？～新規就農から独立を目指して～

15:15  〜 愛媛県伊予市 海・山・町暮らし。ますます、いよし。移住はじめました。

15:30  〜 愛媛県伊予市（まちづくり学校  双海人（ふたみんちゅ）） 伊予市が進める新しいカタチの移住支援とは？！

15:45  〜 高知県（移住・交流コンシェルジュ） みんなぁも、高知家の家族にならん？（高知県のご紹介）

16:00  〜 高知県高知市 森・里・海と人がともに暮らす場所　高知県高知市

16:15  〜 高知県四万十町 四万十町ってどこぉ！？

＊  時間・内容につきましては、当日一部変更となる場合がございます。

開始時間 団体名 タイトル

10:30  〜 山口県 やまぐち暮らしセミナー　（山口県の概要・市町の魅力）　in　移住・交流フェア

10:45  〜 山口県長門市 移住者が増えている「長門暮らし」の魅力

11:00  〜 山口県柳井市 海も山も街も近くて暮らしやすい田舎・柳井市に住みませんか

11:15  〜 周防大島町定住促進協議会 島暮らしマネー講座

11:30  〜 鳥取県岩美町 見たことのない景色を見られるまち岩美町～チャレンジ・子育てを応援します！～

11:45  〜 島根県（ふるさと島根定住財団） 「しまね暮らし」をお考えのあなたへ

12:00  〜 島根県雲南市 チャレンジにやさしいまち、住みやすいまち、雲南市

12:15  〜 岡山県 おかやま晴れの国ぐらし

12:30  〜 岡山県倉敷市・新見市 おかやま高梁川流域圏のご紹介

12:45  〜 岡山県美作市 古民家でのお試し住宅からの田舎暮らし

13:00  〜 福岡県糸島市 福岡県糸島市のご紹介

13:15  〜 佐賀県佐賀市 佐賀ぐらしのススメ☆

13:30  〜 佐賀県江北町 あの人が、この街で暮らす理由

13:45  〜 熊本県 熊本で「暮らす」という、心地よさ

14:00  〜 熊本県菊池市 癒しの里きくちってどんなところ？

14:15  〜 熊本県天草市 あまくさ暮らし応援セミナー

14:30  〜 おんせん県おおいた 「豊かな楽園・大分　～おんせん県で暖かな暮らし～」

14:45  〜 大分県日田市 うるおいの都に住もう

15:00  〜 大分県杵築市 Kit-Suki（きっと　すき）きつき（kitsuki)

15:15  〜 大分県豊後大野市 大人と子ども「主役」になれるまち　豊後大野市

15:30  〜 大分県日出町 はじめまして、日出町です。

15:45  〜 宮崎県小林市 「みつばち」が助けてくれる人との「つながり」

16:00  〜 鹿児島県 “南北６００㎞”の鹿児島にきっとあります。理想のライフスタイル

16:15  〜 鹿児島県霧島市 霧島市へ　おじゃんせ！！（鹿児島の方言で『いらっしゃい』の意味）

＊  時間・内容につきましては、当日一部変更となる場合がございます。
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