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（2019)

太地浦勇魚祭（太地町）

古式捕鯨発祥の地として「捕鯨の町・太地」の歴史と文化の伝承や地域の振興に寄与するこ
とを目的として昭和６２年から行われている「太地浦勇魚祭」。

祭りでは、クジラの模型と勢子舟により、かつて太地浦で盛んに行われていた「網掛け突き捕
り捕鯨法」が再現されます。

（写真：南紀熊野ジオパーク推進協議会提供）
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あ い さ つ  
 
 「 あ の学 校 は とて も良 い 教育 を し てい る。 訪 問し た ら 、廊 下で す れ違 う 生 徒

さん が 皆こ ん に ちは と声 を 掛け て く れた 。」こ うい っ た 評価 を時 々 聞き ま す 。私

もそ う 思い ま す 。子 供た ち にち ゃ ん と礼 儀作 法 を教 え て いる なあ と 好感 を 持 ち

ます 。  
 し か し、 こ の 反対 のこ と もよ く 聞 きま す。 特 に県 政 メ ール など で 、県 庁 を 訪

ねた が 、誰 も 挨 拶も しな い 、部 屋 に 入っ てい っ ても 皆 知 らん ぷり だ とい う お 叱

りを 受 ける こ と があ りま す。そ れ はた い へん 申 し訳 な い こと だと 思 って い ま す。 
 や っ ぱり 挨 拶 はし た方 が 良い な あ、見 知ら ぬ 人に 対 し ても 軽く 会 釈を し た り、

頭を 下 げた 方 が 良い なあ と 思い ま す 。  
 私 が 思う に 、 日本 人は 見 知ら ぬ 人 には あま り にこ に こ しな い傾 向 があ る よ う

です 。 海外 で 良 いこ との 一 つは 、 出 会っ た見 知 らぬ 人 が ちょ っと 会 釈し て 、 に

っこ り して く れ るこ とで す が、 日 本 人は 仲良 く なる と 、 たっ ぷり と 挨拶 し て く

れる の に、 心 根 の優 しい 人 でも 初 対 面の 時は 素 っ気 な い とい う人 が 多い よ う で

す。日本 と 違 って 外 国で は、味 方 でな い 人は 皆 敵と い う よう な歴 史 の中 で 文 化、

習慣 を 育ん で き まし たか ら 、敵 で は ない よと い う意 思 表 示と して に っこ り せ ざ

るを 得 ない の か もし れま せ ん。 日 本 人は 皆お 仲 間で す か らね 。そ れ に日 本 人 は

恥ず か しが り 屋 さん が多 い から か も しれ ませ ん 。  
 し か し、 良 い 所は どん ど ん取 り 入 れれ ば良 い し、 和 歌 山県 も感 じ の悪 い と こ

ろだ と 思わ れ る と、 移住 定 住も 、 企 業誘 致も 、 観光 に も よく あり ま せん 。 第 一

気分 も 違い ま す よね 。従 っ て挨 拶 、 会釈 を皆 で どん ど ん する よう に しよ う で は

あり ま せん か 。 声を 出す の が恥 ず か しか った ら 、ち ょ っ と頭 を下 げ たり 、 ち ょ

っと に っこ り で もい いと 思 いま す 。 私も 頑張 り ます 。 県 庁で もあ い さつ 運 動 を

進め た いと 思 い ます 。  
 
 
 
 
 
 

  和歌山県知事  仁  坂  吉  伸  

 

7/2 記者会見室にて 
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今月の和歌山県政トピックス                         

 

●全国フォーラム「ワーケーション・スタートアップ！」を開催しました                    

 
現在、テレワークの普及等によるワークスタイルの

変革が進む中、時間・場所の使い方を自分らしく見直

し、充実した生き方・働き方をすることが実現可能な

時代となってきました。 

その一つとして、企業・個人がテレワークを活用し、

職場から離れ、リゾート地等で普段の仕事を継続しつ

つ、その地域ならではの活動を行う「ワーケーション」

が全国的に広がってきています。 

このワーケーションは、地域への訪問・滞在が活発になることで、地域経済への貢献の

みならず、地域間交流がより活性化される等のことから、本県では、平成２９年度から全

国の自治体に先駆けて取組を開始しているところです。 

この度、当県は、一般社団法人日本テレワーク協会及び長野県と共に、今後のワーケー

ションの普及推進活動の第一歩として、全国のワーケーション推進自治体・企業及びワー

ケーション実施者が一堂に会し、各主体からその取組・魅力を発信するフォーラム「ワー

ケーション・スタートアップ！」を７月１８日、東京の大手町プレイスカンファレンスセ

ンターにおいて開催しました。 

また、当県と長野県は、日本テレワーク協会の協力により、このフォーラムにおいて、

今後のワーケーション推進に関する全国的な自治体連合「ワーケーション自治体協議会」

の設立に向けた協力確認書（ワーケーション・スタートアップ宣言）の署名式を実施しま

した。 

なお、この協議会の設立に向けた取組には、全国４０の自治体に賛同いただいています。 

協議会では、新しいライフスタイルを創造し、都市部の人口集中の緩和や地方への移住

の推進など、ワーケーションの円滑な実施に向けた必要な支援の検討などを行っていきま

す。 

 

●キャッシュレス決済の推進について                     
 
本県ではこれまで、多くの外国人観光客の皆さんに訪れていただくため、公衆トイレを

温水洗浄便座付きトイレに整備し、また、外国人に伝わりやすい言葉を使った外国語標識

の設置や通訳電話の導入を進めてきました。さらに、Ｗｉ－Ｆｉ（無線ＬＡＮ）について

は、現在、全国屈指の導入率を誇っています。 

そして、近年のインバウンド（訪日外国人）増加に伴い、その需要を取り込むには、キ

ャッシュレス化が重要であるといわれています。また、キャッシュレス化は、店舗のレジ

締め業務等の短縮化や利用者の利便性向上等に効果があるといわれています。 

美しい風景の中で 新しいワークスタイルを 
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しかし、現在、日本のキャッシュレス決済比率は、約２割と世界的に見て低い状況にあ

ります。その中でも本県のキャッシュレス決済店舗の割合、キャッシュレス決済の比率は、

全国最下位となっています。 

政府では、キャッシュレス決済をこれからの時代の地方における必須の決済手段の一つ

と位置づけ、２０２５年のキャッシュレス比率を４割程度とする目標の達成に向けて取り

組んでいます。 

これまでのキャッシュレス決済は、事業者独自のＱＲコードが濫立しており、店側は複

数のコードに対応した機器の整備や手数料が高いなど負担が大きく、積極的な導入に二の

足を踏む状況がありました。 

この解消に、日本のキャッシ

ュレス推進母体として設立さ

れた一般社団法人キャッシュ

レス推進協議会が取り組み、平

成３１年３月にコード決済の

統一規格のガイドラインが策

定されました。そして、この統

一規格のガイドラインに準拠

したコード決済「ＪＰＱＲ」の

総務省による普及事業が、８月

から来年１月までの半年間、全国に先駆けて４県（和歌山県及び岩手県、長野県、福岡県）

で実施されています。 

本県は、キャッシュレス決済比率最下位を脱すべく、この全国に先駆けた普及事業の実

施県として名乗りを上げ選ばれました。 

また、普及事業への県内事業者の参加促進に向け、６月から７月にかけて、県内商工会、

商工会議所に協力をいただき、計３５か所で加盟を呼びかける説明会を実施しています。

普及事業では、決済事業者だけでなく、県、商工団体、金融機関、ＮＴＴも協力して加盟

店開拓を行います。 

６月２２日には、白浜町で開催された総務省・経済産業省主催の統一ＱＲ「ＪＰＱＲ」

普及事業のキックオフイベントを共催しました。 

本県では、これらの他にも、様々な取組を積極的に推進し、これからのＳｏｃｉｅｔｙ

５．０(※)時代に必須の決済手段となるキャッシュレス決済の日本一を目指します。 

※Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０とは・・・サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステ

ムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会 
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●移住定住推進の取組について                        
 
本県の人口は、全国よりも早い流れで減少が進んでおり、平成２５年の国立社会保障・

人口問題研究所の推計によると、今後何も対策を講じなければ２０６０年には「５０万人」

程度まで激減すると予測されています。 

このような状況の中、県では平成２７年６月に「和歌山県長期人口ビジョン」を策定し、

「高齢者１人を現役世代２人で支える人口形態」を作らないといけないという考えの基、

２０６０年の目指すべき県人口を「７０万人」程度とすることを目標としています。 

本県では、地域の維持・活性化に取り組む住民主体の活動を支援し、魅力ある中山間地

域づくりを進めるとともに、首都圏をはじめとする都市部で高まりつつある地方への移

住・定住や二地域居住への関心に対応するため、移住希望者の「くらし」、「しごと」、

「住まい」を総合的に支援する他、「ＷＡＫＡＹＡＭＡ ＬＩＦＥ」を体感できる様々な取

組を進めています。 

【わかやま「ｔｈｅ仕事人展」】 

 県外に住む若年移住希望者に、地域での「しご

と」を通じた生活体験ができる機会を提供してい

ます。 

 この度、この事業への参加促進のため、本県で

働く５人のプロフェッショナルをゲストに迎え

た「わかやま『ｔｈｅ仕事人』展」を７月１２日、

東京有楽町の東京交通会館で開催しました。 

 インターネットで日本一多くのみかんを販売する会社「とち亀物産」の代表取締役社長、

上野真歳（うえの まさとし）氏やパンダの繁殖数日本一を誇るアドベンチャーワールドの

飼育員、熊川智子（くまかわ ともこ）さん等から、和歌山での仕事の魅力を余すところな

く紹介いただきました。 

【ローカル情報発信ラボ開講】 

移住者自らによるローカル情報の発信を促進

する新たな「移住者情報発進力強化プロジェク

ト」を７月から開始しています。 

県内にＵ・Ｉ・Ｊターンした方々を対象に、Ｓ

ＮＳ等による情報発信のスキルアップを図る講

座「ローカル情報発信Ｌａｂ」を開講しました。 

このローカル情報発信ラボでは、紀北（和歌山市）と紀南（田辺市）において、７月の

開催に続いて８月、９月と３回にわたりスクーリングを実施します。 

この取組により、受講生の人的ネットワークを生かした県外の和歌山ファン（関係人口）

を創出し、将来的な移住定住の促進を目指すとともに、情報発進力強化を通じて、地域を 

ラボでの講義の様子 

上野社長による和歌山の仕事の魅力紹介の様子 
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つなぐハブになる人材を育成し、受講生と和歌山ローカルの魅力を伝える情報発信コミュ

ニティを作ります。 

・詳細、お申し込みはこちらから → https://w-local.wixsite.com/lab2019 

 

●統計データ利活用センター開設１周年記念シンポジウムを開催しました                    

 
政府関係機関の地方移転の一環として、総務省

統計局と独立行政法人統計センターが平成３０

年４月に「統計データ利活用センター」を開設し

て１年が経過します。 

本県では、国の「統計データ利活用センター」

と同時に「データ利活用推進センター」を開設し、

連携・支援に取り組んでいます。 

そしてこの度、統計データ利活用センターが開設１周年を迎えたことを記念して、新し

い時代のデータ利活用の姿を発信するためのシンポジウムを７月３日に開催しました。 

シンポジウムでは、全国の都道府県統計担当者をはじめ民間企業、大学関係者等３００

名を超える参加者が集まる中、国、県両センターの取組発表を行う他、ヤフー株式会社執

行委員、データ統括本部長の佐々木潔（ささき きよし）氏による「データ利活用の新時代

～平成から令和へ～」と題した基調講演や、産学官各分野で活躍されている講師をお招き

し、データを活用する近年の取組等についてプレゼンを行っていただきました。 

ヤフー株式会社の佐々木データ統括本部長の講

演では、ヤフーをはじめ世の中の様々な場面におけ

るデータ利活用事例の紹介や、組織を超えたデータ

連携の重要性、我が国の強みを活かしたこれからの

データ利活用の姿についてお話いただきました。 

また、第２回和歌山県データ利活用コンペティシ

ョンで大賞を受賞した立教大学経営学部「チーム世

直し」の皆さんからは、６次産業農業学校開設によ

る若者就農者の移住定住促進などについての政策提案を発表していただきました。 

県では今後、公共機関だけでなく、民間等での統計データの利活用が進むことで日本の

産業発展や人々の暮らしの向上に役立つことを期待しており、そのような取組を和歌山県

からスタートさせたいと考えています。 

 

 

 

シンポジウムでの知事挨拶の様子 

立教大学「チーム世直し」による発表の様子 
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●商業捕鯨再開とくじらの博物館創設５０周年について                        

 
７月１日、太地町をはじめ、全国の捕鯨関係者の悲願である商業捕鯨が北海道釧路沖で

再開されました。本県からは、太地町漁業協同組合の第７勝丸を商業捕鯨に参加し、芳し

い成果を上げています。 

 昭和５７年の国際捕鯨委員会（ＩＷＣ）による商業目的のための鯨の捕殺頭数をゼロと

する「商業捕鯨モラトリアム」の決定を受けて、日本政府が昭和６３年４月に中断して以

来、３１年ぶりの商業捕鯨となります。 

そのような中、本年４月２日、太地町立くじらの

博物館が開館５０周年を迎え、延べ１３５５万人が

訪れたくじらの博物館の５０歳の誕生日をお祝い

しました。 

 くじらの博物館は、クジラの恵みを生かした観光

を核とする地域産業を創り上げる方針により創設

されました。同館では、クジラの骨格標本や生態、

捕鯨の歴史などについての資料の展示や、イルカ・クジラショーを開催しています。 

 また、県では、７月３日、和歌山市立和歌浦小学校において、一般財団法人日本鯨類研

究所とくじらの博物館から講師を招いて「鯨の出張講座」を開催しました。 

 講座では、同小学校の５・６年生９０人に、クジラの種類や日本人とクジラの関わりを

はじめ、この度のＩＷＣ脱退や商業捕鯨再開にも触れ、日本の商業捕鯨には、乱獲を防ぐ

仕組みが備わっており、少ない頭数を捕ることで、ずっと続けられるようになっていると

説明がありました。また、その後の給食では、鯨肉の竜田揚げを提供しています。 

再開された商業捕鯨が一日も早く軌道に乗るよう、地元や国と協力して、しっかりと対

応していきたいと考えます。 

 

●ベトナム社会主義共和国首相一行の和歌山県訪問                    

 
ベトナム社会主義共和国グエン・スアン・フッ

ク首相が、６月２８日、２９日に大阪で開催され

たＧ２０サミットへの参加の翌日、和歌山県紀の

川市の平池緑地公園を訪問され「ベトナムハス・

大賀ハス観蓮会」に参加されました。 

同公園は、平成２５年にベトナムから寄贈され

たハスと大賀ハスが咲き誇るベトナムと本県と

の友好の地となっています。 

本県は、日本の自治体としては初めて、ベトナム商工省と覚書（ＭＯＵ）を締結してい 

フック首相、二階会長、知事他関係者の皆さん 

出典：水産庁ホームページ 

５０周年を迎えたくじらの博物館 
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ます。この覚書は、昨年１０月、日越外交関係樹立４５周年を記念して首相官邸で行われ

ており、貿易・産業振興のための日本の協力を求めるベトナム商工省のニーズと、商工業

分野でベトナムとの経済交流の活性化を図りたい本県のニーズとが一致し、締結に至って

います。 

それ以前にも、ベトナム農業農村開発省との覚書を締結するなど、近年、ベトナムと和

歌山県の間には友好な関係が築かれています。 

 

●世界遺産登録１５周年記念行事について                      
 
「紀伊山地の霊場と参詣道」の世界遺産登録から１５年の間、海外からの観光客が大幅

に増え、熊野古道や高野参詣道をはじめ、山中の巡礼道等にも世界各国から多くの方々が

訪れています。中でも、熊野本宮大社のある本宮町地区では、昨年、約２万５千人の外国

人が宿泊し、世界遺産に登録された平成１６年と比べ、５０倍以上の数となっています。 

県では、７月６日、登録１５周年を記念し、平成２４年から世界遺産の雄大な景観を舞

台として、高野・熊野地域の持つ魅力を全国にアピー

ルするために開催している「高野・熊野夢舞台」に、

映画『アナと雪の女王』の日本語版主題歌などが有名

なＭａｙ Ｊ．（メイジェイ）さんを迎え、新宮市の熊

野速玉大社の境内で開催しました。 

翌日の７月７日には、世界遺産登録１５周年・参詣

道環境保全トレッキングを開催しました。 

今後も、１０月５日に高野参詣道町石道（かつらぎ

町・高野町）、１１月１６日に熊野古道中辺路（那智

勝浦町）、２月２９日に熊野古道大辺路（すさみ町）

において、環境保全トレッキングを開催する予定です。

一般の方が世界遺産の保全活動に携われるのはここだ

けです。是非、この機会に世界遺産を守る活動に御参

加ください。 

また今秋から、紀三井寺の大光明殿内にある重要文化財の特別公開や法話などが体験で

きる「特別公開・プレミアム体験」や、県内の旅館やホテルで宿泊された方の中から抽選

で１５名に１０万円をプレゼントする「『１０万円プレゼント』キャンペーン」等の世界

遺産登録１５周年記念の和歌山県内周遊拡大キャンペーンを実施する予定です。 

皆さん、１５周年を迎え、益々盛り上がりを見せる和歌山に是非お越しください。 

 

 

 

環境保全トレッキングの様子 

May Ｊ．さんの熱唱の様子 
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お 知 ら せ                               

 

●南葵
な ん き

音楽文庫グランドオープン記念事業について                      

 
紀州徳川家第１６代当主である徳川頼貞が膨大な費用を投じて収集した西洋音楽関係資

料のコレクション「南葵音楽文庫」について、今年度、蔵書のデータ化が完了し、いよい

よグランドオープンを迎えることになりました。 

それに先立ち、県立博物館では、現在、夏休み特別

企画展「南葵音楽文庫の至宝－楽譜でたどる西洋音楽

の歴史－」を開催しています。 

県立図書館と県立博物館に保管している資料の内、

代表的かつ重要な資料を選んで展示し、それらを通じ

てルネサンスの時代から後期ロマン派の時代に至るまでのヨーロッパ音楽の歴史を概観で

きる催しとなっています。 

そして、９月２８日には、南葵音楽文庫の寄

託元である公益財団法人読売日本交響楽団を

本県に招聘し「読売日本交響楽団 和歌山公演

２０１９」を開催します。 

本県の音楽文化の振興と次世代育成を図る

とともに、南葵音楽文庫の価値を広く周知した

いと考えています。 

この他にも、紀州徳川家４００年の今年、南葵音楽文庫の顕彰事業を行ってまいります

ので、この機会に、故郷の誇るべき文化遺産の一端に触れてみてはいかがでしょうか。 

 

 

 

【南葵音楽文庫の至宝－楽譜でたどる西洋音楽の歴史－】 

 会 期：令和元年７月１３日（土）～８月２５日（日）９：３０～１７：００ 

 会 場：和歌山県立博物館 企画展示室  主 催：和歌山県立博物館 

 協 力：合同会社芸術資源研究所・和歌山県立図書館 

詳しくは、和歌山県立博物館（073-436-8670）までお問い合わせください。 

 

【読売日本交響楽団 和歌山公演２０１９】 

 日 時：令和元年９月２８日（土） １９：００開演 

 場 所：和歌山県民文化会館 大ホール 

 主 催：和歌山県、一般財団法人和歌山県文化振興財団 

 入場料：Ｓ席６，８００円、Ａ席５，８００円、Ｂ席３，０００円 

 申込・問い合わせ：一般財団法人 和歌山県文化振興財団 

  ◇ＴＥＬ：073-436-1331 ◇ＦＡＸ：073-436-1335 ◇Ｅ－ｍａｉｌ：wacaf@wacaf.or.jp 

公益財団法人読売日本交響楽団の演奏風景 

南葵楽堂と徳川頼貞 
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                             お 知 ら せせ 

 

●「ねんりんピック紀の国わかやま２０１９」に関する話題が続々と                      

 
 本県初開催となる「ねんりんピック紀の国わかやま２０１９」まで残すところ１００日

を切り、大会での催しについて新たなことが決まってきました。 
◆「ねんりんピック紀の国わかやま２０１９」総合開会式の特別出演者が決定 

 １１月９日（土）に開催する総合開会式を、県民の皆さんとともに盛り上げていただく

特別出演者が決定しました。 

 当日は、「紀の国わかやま」の魅力が満載のプログラムを展開しますので、是非、一般

観覧にご応募いただき、紀三井寺公園陸上競技場にお越しください。 

＜ライブ出演者一覧＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜ＶＴＲ出演者一覧＞ 

 

 

 

 

 

 

 

【メインアトラクション】 坂本 冬美 
出身:和歌山県上富田町 
1987 年に「あばれ太鼓」でデビュー以来、
数々のヒット曲をリリース。2008 年「和歌
山県ふるさと大使」に就任するなど、故郷に
惜しみない活動を行っている。2011 年「全
国植樹祭」、2015 年「紀の国わかやま国
体・大会」にも出演。 

【メインアトラクション】 天翔 りいら 

出身:大阪府 
2008 年、宝塚歌劇団に入団。退団後
は舞台を中心に活動し、TV ドラマにも出
演。2013 年には、和歌山県議会の議
場で国歌独唱を披露。2015 年「紀の国
わかやま国体・大会」にも出演。 
※11/12(火)の総合閉会式にも出演 

【炬火ランナー】 早田 卓次 

出身:和歌山県田辺市 
1964年、東京オリンピック体操競技の男
子つり輪及び男子団体で金メダルを獲
得。日本オリンピック委員会理事、日本オ
リンピアンズ協会理事長などの役職を歴
任。2002 年に紫綬褒章を受章、2016
年に和歌山県スポーツ栄誉賞を受賞。
2019 年に旭日小綬章を受章。 

【炬火ランナー】 杉浦 正則 

出身:和歌山県九度山町 
同志社大学を卒業後、社会人野球の
日本生命で活躍。1992 年のバルセロナ
オリンピックから 3 大会連続で日本代表
入りし、銀・銅メダルを獲得。 「ミスターア
マ野球」と呼ばれ、オリンピック通算 5 勝
は世界記録。現在は日本生命に勤務
し、営業を担当。 

【炬火ランナー】 湯元 進一 

出身:和歌山県和歌山市 
2012 年、ロンドンオリンピ
ックレスリング競技で銅メダ
ル獲得。現在は陸上自衛
隊所属。双子の兄・健一
も北京オリンピックで銀メダ
ルを獲得しており、五輪の
双子メダリストは日本で唯
一の記録。 

【炬火ランナー】 東 莉央、晟良 

出身:和歌山県和歌山市 
姉妹ともに、国内・海外の
大会で活躍するフェンシング 
選手。2016 年度の女子フ
ルーレ国内ランキングで、 
姉妹で 1 位、2 位となるな
ど、東京オリンピックでの活
躍が期待される若手アスリ
ート。 

【国歌独唱】 大元 和憲 

出身:広島県 
東京藝術大学大学院修
了、博士(音楽)。第 24
回奏楽堂日本歌曲コンク
ール第2位。数々のオペラ
等に出演し、活躍するバリ
トン歌手。和歌山大学教
育学部教授として、歌唱
法等を研究。 

【応援メッセージ】 小林 稔侍 

出身:和歌山県かつらぎ町
第 10 期東映ニューフェイス
に合格。2000 年に「鉄道
員」で日本アカデミー賞最
優秀助演男優賞を受賞。
2015 年「紀の国わかやま
国体・大会」にもビデオ出
演。2019 年、県文化賞を
受賞。 

【応援メッセージ】 小久保 裕紀 

出身:和歌山県和歌山市
バルセロナオリンピックで銅メ
ダルを獲得した後、プロ入
り。ダイエー、巨人、ソフトバ
ンクに所属し、2,000 本安
打を記録。現役引退後は
NHK 解説者を務めるほ
か、侍ジャパンの代表監督
も歴任。 

【応援メッセージ】 岡本 玲 

出身:和歌山県和歌山市
ファッション雑誌の専属モデ
ルとしてデビュー以降、女優
としても数々のドラマや映画
に出演。2011年「わかやま
パンダ大使」に就任。2015
年「紀の国わかやま国体・
大会」にもビデオ出演。 
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＜開会式展開概要＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 式典前アトラクション

●和歌山にゆかりのある鉄砲隊が号砲を鳴らし、「ねんりんピック紀の国わかやま 2019」の幕明けを告げます。 

●躍動感あふれる県内よさこい踊りチームの創作演舞で、会場全体を盛り上げます。（出演者：350 名程度） 
●県内の社会人・中高生によるマーチング隊のパワフルな演奏とカラーガード隊の華やかな演技で、式典に 
 向けた雰囲気を高めます。（出演者：100 名程度） 

和歌山県民が中心となる観客に対し、県の魅力を再発見し、式典に向けて気分を高める展開とします。 

鉄砲隊による幕開け 

県民パフォーマンス 

 式  典

●和歌山県らしさあふれる入場行進曲等を使用します。 
 （式典音楽隊は、県内高校・社会人より編成：吹奏楽隊 250 名程度、合唱隊 250 名程度） 
●県内小学生による応援団が、選手団をお迎えします。（地元小学生 700 名程度） 

●和歌山県が誇るオリンピアンと、東京オリンピックでの活躍が期待される若手アスリートが炬火を競技場内で 
 リレーし、炬火台に点火します。 

●和歌山県選手団代表による「あふれる情熱 はじける笑顔」和歌山宣言を行います。 

皇族ご臨席行事として「厳粛さ」の中にも、和歌山らしい温かなおもてなしが感じられる展開とします。 

●和歌山県ゆかりの歌手による国歌独唱にあわせ国旗を掲揚。引き続き、大会テーマソングの演奏・合唱に 
 合わせ大会旗・県旗を掲揚します。 

選手団入場 

炬火入場・点火 

「あふれる情熱 はじける笑顔」和歌山宣言 

国旗・大会旗・県旗掲揚 

皇族のおことば 

●ロイヤルボックス御席にて、皇族よりおことばを賜ります。 

 インターバル

全国から訪れる選手団に対し、和歌山県の魅力を分かりやすく伝え、和歌山からの元気なエールを送る構成とします。 

●交流大会会場ＰＲ映像、和歌山県の魅力紹介映像、県ゆかりの著名人からの応援メッセージ映像、  
 メインアトラクションを紹介する映像を放映して、会場全体の期待感を高めます。 

●歌の合唱やナレーションによって、次のメインアトラクションへと誘引します。 

応援ビデオメッセージ映像、メインアトラクション紹介映像 

メインアトラクション プロローグ 「里の歌〜誕生のとき〜」  

 メインアトラクション 『紀の国わかやま“夢と人生”の讃歌』

ねんりん世代の“夢”と“人生”を四季折々の「歌」でつなぐ歌物語。 
いつまでも『あふれる情熱』と『はじける笑顔』でいるために、“夢”を持ち続ける大切さを伝えます。 

第１章「春の歌～子供のとき～」 

 紀の国の「春」。それは、無邪気な心で
遊んだ子供の季節。 
 柔らかな陽の光に照らされて、湧き出
る泉のように新しい命「夢の木の種」が芽
吹く様を、子供たちの元気な歌とダンスで
表現します。 

第２章「夏の歌～青年のとき～」 

 紀の国の「夏」。それは、青春を謳歌し
た青年の季節。 
 巨大な龍のパフォーマンスと躍動感ある
若者たちのあふれる情熱が恵みの雨を
降らせ、夢の花を咲かせます。 

第３章「秋の歌～大人のとき～」 

 紀の国の「秋」。それは、仕事と家庭に
明け暮れた大人の季節。 
 和太鼓団体のリレー演奏にあわせ、エ
ネルギッシュなダンスチームが登場し、は
じける笑顔で、夢の実の収穫祭を表現
します。 

第４章「冬の歌～ねんりんのとき～」 

 紀の国の「冬」。それは、再び訪れる
「春」を待ちわびて心躍らせる季節。 
 和歌山県出身のゲスト歌手が登場
し、“夢”を追いかけ続ける「ねんりん世
代」にエールを贈る曲を熱唱します。 

エピローグ「夢の歌～みんなのとき～」 

 いつまでも「あふれる情熱」と「はじける
笑顔」でいるため、“夢”を持ち続ける大
切さを伝えます。 
 フィールドでは、全出演者が観客を巻
き込みながら大合唱し、グランドフィナー
レを迎えます。 
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＜閉会式展開概要＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「ねんりんピック紀の国わかやま２０１９」総合開会式・総合閉会式の観覧者募集 

 大会の始まりを華やかに盛り上げる「総合開会式」と、思い出が深く刻まれる「総合閉

会式」に御参加いただき、みんなで式典を楽しみましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大会メモリアル映像

●選手の活躍する姿や、観客やボランティアスタッフの応援シーンなど、４日間の大会を映像で振り返ります。 

大会メモリアル映像 

 メインアトラクション

●和歌山県出身、日本女子競泳初の五輪金メダリスト前畑 秀子さんの人生を綴る 
 ノンフィクションのミュージカル。（出演者：30 名程度） 

「がんばれ!! 前畑秀子物語」  

 式  典

●選手団代表が、各旗を手に入場します。 
選手団代表入場 

●和歌山県と岐阜県の全出演者が登場し、選手団・観客も一緒に合唱して、グランドフィナーレを迎えます。 
グランドフィナーレ 

総合開会式 

メインアトラクション『紀の国わかやま“夢と人生”の讃歌』 

日時：令和元年 11 月 9 日(土) 
     [開場 9:00] 10:00～12:41(予定) 
会場：紀三井寺公園陸上競技場 
     (和歌山市毛見 200) 
募集人数：２,３００名程度 

総合閉会式 

日時：令和元年 11 月 12 日(火) 
     [開場 12:30] 13:00～14:00(予定) 

会場：和歌山県民文化会館 大ホール 
     (和歌山市小松原通 1-1) 
募集人数：６００名程度 

前畑秀子役：天翔りいら 
メインアトラクション『がんばれ！！前畑秀子物語』 

◆募集期間：７月２日(火)～８月 30 日(金)必着   【入場無料】 

◆応募方法 

  １.ハガキによる応募 ： 募集案内リーフレットのハガキ記入欄に必要事項を記入のうえ郵送。 

  ２.ウェブサイトからの応募 ： 大会公式ウェブサイトの応募フォームに必要事項を入力のうえ送信。 

 ※詳しくは、大会公式ウェブサイトをご覧ください。
◆入場整理券の送付は１０月上旬を予定しています。 ※応募者多数の場合は抽選となります。 

◆駐車場はございませんので公共交通機関をご利用ください。 

  なお、総合開会式では JR 海南駅からシャトルバスを運行します。 
※お問い合わせ：ねんりんピック紀の国わかやま２０１９実行委員会事務局 
  TEL：０７３－４４１－２５７０ ＦＡＸ：０７３－４３６－１５７０ 

  MAIL：nenrin2019@pref.wakayama.lg.jp 
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お 知 ら せ                               

 

●ふるさと和歌山応援寄附(ふるさと納税)の案内                   

 

ふるさと和歌山応援寄附は、「ふるさと和歌山を大切にしたい」、「和歌山を応援した

い」という思いを具体化するための制度です。これまで多くの御寄附と力強い応援メッセ

ージを数多くいただいております。 

県では、ふるさと和歌山応援寄附を「世

界遺産『紀伊山地の霊場と参詣道』の保全

や活用」や「がん対策の充実」、「生涯ス

ポーツ・文化の振興」など１０の分野で活

用させていただいております。 

御寄附につきましては、郵送や振込みで

行うことができますが、クレジットカード

で行う場合は、ふるさと納税総合サイト

「 ふ る さ と チ ョ イ ス 」

（ https://www.furusato-tax.jp/city/p

roduct/30000）のサイト上で、簡単に申

込みとクレジットカードによる決済を行

うことができますので御利用ください。       

和歌山県外にお住まいの方のみ対象と

なりますが、１万円以上の御寄附をいた 

だいた方には、プレミア和歌山の事業者か  

ら御協力をお願いした２０７品目の返礼品 

の中から１品をお選びいただきお届けし 

ています。 

７月より返礼品の拡充を行い、品数の増 

加に加え、寄附金額の価格に応じて返礼品 

を選んでいただけるようになりました。 

和歌山県が誇る優良産品（プレミア和歌山） 

を是非御堪能ください。 

また、返礼品とは別に、二千円以上の御 

寄附をいただいた御希望の方に「和歌山フ 

ァンクラブ」（和歌山県観光連盟所管）へ 

の入会権を贈呈しています。御入会いただ 

くと、刊行情報誌「紀州浪漫」の送付など、魅力ある特典がございます。お申込みはふる

さとチョイスからお願いします。 

ふるさと和歌山応援寄附についての詳細は、和歌山県のホームページ上の「ふるさと和

歌山応援サイト」に掲載していますので、是非御覧ください。 

これからも、ふるさと和歌山応援寄附に御協力いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

○寄附金控除のしくみ
（例）

所得税
約800円

住民税
約7,200円

適用下限額
約2,000円

寄附金10,000円の場合

控除額合計約8,000円

単身者の場合 夫婦、子 2人の場合

給与収入 寄附金額目安 給与収入 寄附金額目安

300 万円 28,000 円 300 万円     － 
400 万円 42,000 円 400 万円 12,000 円

500 万円 61,000 円 500 万円 28,000 円

600 万円 77,000 円 600 万円 43,000 円

700 万円 108,000 円 700 万円 66,000 円

800 万円 129,000 円 800 万円  85,000 円

900 万円 151,000 円 900 万円 119,000 円

1,000 万円 176,000 円 1,000 万円 144,000 円

1,500 万円 389,000 円 1,500 万円 361,000 円

2,000 万円 564,000 円 2,000 万円 536,000 円

自己負担額2,000円を超える金額が全額控除される寄附金額の 

目安は下の表のとおりです。 

【注意】下の表はあくまでも目安としてお考えください。 

全額控除される寄附金額の目安 
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                         お 知 ら せせ 

 

お礼の品一覧 

 

 

商品
番号

商品名 商品の内訳 寄附金額 事業者名

1 F80 紀州五代梅 550ｇ 10,000  (株)東農園

2 F81 紀州五代梅 2000ｇ 30,000  (株)東農園

3 F03 和の守梅　まろやか まろやか梅500ｇ入り 10,000  (株)イーストアジアコー
ポレーション

4 F01 幸いろいろ（幸梅漬・しそかつお梅） 紀州南高梅　幸梅漬200ｇ・しそかつお梅200ｇ 10,000  (株)池本商店

5 F82 昔ながらのしょっぱい梅干（しそ梅） （赤しそ150ｇ入り）700ｇ×1 10,000  (株)池本商店

6 F83 幸いろいろ　（幸梅漬+しそ梅） 幸梅漬500ｇ　しそ梅500ｇ 20,000  (株)池本商店

7 F02 熊野古道を訪ねて　はちみつ入り味梅
（化粧箱タイプ）

紀州南高梅　500ｇ入 10,000  (株)いなみの里梅園

8 F84 熊野古道を訪ねて　こんぶ風味　（化粧
箱タイプ）

紀州南高梅　500ｇ入 10,000  (株)いなみの里梅園

9 F85 熊野古道を訪ねて　優梅　（化粧箱タイ
プ）

紀州南高梅　優梅　500ｇ入 10,000  (株)いなみの里梅園

10 F86 紀州南高梅セット　（はちみつ・しそ） 紀州南高梅　はちみつ入り味梅500ｇ、紀州南
高梅　しそ風味500ｇ

20,000  (株)いなみの里梅園

11 F87 紀州南高梅セット 紀州南高梅　はちみつ入り味梅500ｇ入、紀州
南高梅　優梅500ｇ入

20,000  (株)いなみの里梅園

12 F04 紀州五十五万石木箱550ｇ 550ｇ木箱入り 10,000  河本食品(株)

13 F05 紀州南高梅　夢葵　彩の舞 はちみつ梅、しそ漬け梅、昆布包み梅、桜葉
包み梅　各4

10,000  (株)紀和農園プロダク
ツ

14 F88 紀州南高梅夢葵彩の舞16粒と紀州梅
夢葵青紫蘇包み梅16粒

彩りの舞：はちみつ梅、しそ漬け梅、昆布包
み梅、桜葉包み梅　各4　青紫蘇包み梅：青
紫蘇包み梅×16

20,000  (株)紀和農園プロダク
ツ

15 F89 紀州南高梅夢葵彩の舞25粒と紀州は
ちみつ梅干（紀和の梅）1.0ｋｇ

彩りの舞：はちみつ梅、しそ漬け梅、昆布包
み梅、桜葉包み梅、赤紫蘇包み梅　各5　は
ちみつ梅干：はちみつ梅干×1.0ｋｇ

30,000  (株)紀和農園プロダク
ツ

16 F06 昔ながらのすっぱい梅干 梅干350ｇ×3 10,000  坂忠商店

17 F90 こだわり熟うま南高梅（うす塩味） 調味梅干250ｇ×3 10,000  坂忠商店

18 F07 勝喜梅　はちみつ仕立て「極」12包 大粒の紀州南高梅 10,000  (株)勝僖梅

19 F91 紀州南高梅詰合せ 甘仕立て570ｇ・はちみつ仕立て570ｇ 20,000  (株)勝僖梅

20 F92 特選セット 甘仕立て720ｇ・はちみつ仕立て700ｇ 30,000  (株)勝僖梅

21 F93 農薬を使用していない南高梅　梅干（昔
梅）

三年以上熟成させた梅干260ｇ 10,000  てらがき農園

22 F94 梅ぼし田舎漬 700ｇ（350ｇ×2） 10,000  中田食品(株)

23 F95 梅ぼし田舎漬2個セット 1ｋｇ（500ｇ×2）×2 20,000  中田食品(株)

24 F96 紀州特選南高梅　｢華結（はなむすび）｣ 紀州南高梅　330ｇ　（15粒） 10,000  (有)福梅本舗

25 F97 紀州特選南高梅　｢樹王（じゅおう）｣ 1.5ｋｇ　（約50～60粒） 30,000  (有)福梅本舗

26 F08 紀州健康梅　自然干し 700ｇ　化粧箱入り 10,000  伏村農園

27 F98 紀州健康梅　しそ味 10,000  伏村農園

28 F09 紀州みなべ南高梅　雪どけ 調味梅干　700ｇ 10,000  ふたばの梅干

29 F99 雪どけ　木箱入り　20粒 20,000  ふたばの梅干

30 F10 紀州南高梅　不動の梅 600ｇ 10,000  (株)不動農園

31 F100 紀州南高梅　不動の梅　2個セット （うす塩味）　600ｇ×2 20,000  (株)不動農園

32 F101 紀州南高梅　不動の梅　6個セット （うす塩味）　600ｇ×6 50,000  (株)不動農園

33 F11 紀州南高梅大粒白龍梅800ｇ 白龍梅800ｇ　簡易包装 10,000  横山食品(株)

34 F102 紀州南高梅・甘さ色々梅干2品 白龍梅300ｇ　簡易箱
和み梅300ｇ　簡易箱

10,000  横山食品(株)

商品
番号

商品名 商品の内訳 寄附金額 事業者名

35 F12 紀州梅真鯛梅　五個入り 真鯛ほぐし身入り南高梅 10,000  (株)岩谷

36 F103 紀州梅真鯛梅　10個入 真鯛ほぐし身入り南高梅 20,000  (株)岩谷

　梅干し

　梅加工品

１品お選びいただけます！ 
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お 知 ら せ                            

 

お礼の品一覧 

 

商品
番号

商品名 商品の内訳 寄附金額 事業者名

37 F104 紀州梅真鯛梅　6個入・10個入 真鯛ほぐし身入り南高梅 30,000  (株)岩谷

38 F13 紀州干し梅セット 27ｇ　（9粒）×5 10,000  (株)梅屋

39 F105 紀州産かりかり南高しそ梅150ｇ　5パッ
クセット

10,000  (株)紀州本庄うめよし

40 F14 有機商品セット 有機白梅酢150ｍｌ×1 有機赤梅酢150ｍｌ×1
有機ねり梅200ｇ 有機梅干500ｇ

10,000  農業生産法人竹内農
園(株)

41 F15 純梅エキス 30ｇ×3 10,000  林圓三郎商店

42 F106 純梅肉エキス 300ｇ 20,000  林圓三郎商店

43 F16 梅の有効成分のかたまり　古式　梅肉
エキス

古代梅肉エキス90ｇ 10,000  (株)梅丹本舗

商品
番号

商品名 商品の内訳 寄附金額 事業者名

44 F17 うめ・きんかんドリンクセット（まるごと果
実入り）

うめドリンク×8 きんかんドリンク×7 10,000  アセロラフーズ

45 F18 100％ピュアジュース8本セット 180ｍｌ　みかん×4　きよみ・いよかん・はっさ
く・あまなつ×各1

10,000  (株)伊藤農園

46 F107 100％ピュアジュース　18本セット 180ｍｌ（みかん×8　きよみ・はっさく×各5） 20,000  (株)伊藤農園

47 F108 100％ピュアジュース　30本セット 180ｍｌ（みかん×16　きよみ・はっさく×各7） 30,000  (株)伊藤農園

48 F109 100％ピュアジュース　大瓶9本セット 750ｍｌ（みかん×5、きよみ・はっさく×2） 30,000  (株)伊藤農園

49 F19 大師の水 ミネラルウｵーター　500ｍｌ　ペットボトル24本
箱入り

10,000  紀州紀文会(有)

50 F110 りんご酢香る梅シロップ 330ｇ×4 10,000  (株)紅梅園

51 F20 有田みかんジュースセット 味こいしぼり　180ｍｌ×6 10,000  (株)早和果樹園

52 F21 桃とろりギフト 150ｇ×6 10,000  (株)八旗農園

53 F25 なた豆茶（木のくにの恵み） 50ｇ×2　30ｇ×1 10,000  日高元気塾

54 F22 あら川の桃ドリンク7本入りギフトセット 200ｍｌ×7 10,000  (株)松尾

55 F111 きわみみかんジュース7本入りギフト 200ｍｌ×7 10,000  (株)松尾

56 F112 きわみみかんジュース3本入りギフト 500ｍｌ×3 10,000  (株)松尾

57 F23 ゆずネードパウチドリンク12本組みギフ
ト

200ｍｌ×12 10,000  松林農園

58 F113 はたごんぼ茶 35ｇ×2　24ｇ×1 10,000  森康商店

59 F24 Wakayama GingerAle アソートセット 生姜丸しぼり　Wakayama GingerAle 250ml×
6、梅ひと雫　Wakayama GingerAle 250ml×6

10,000  わかやま農業協同組
合

商品
番号

商品名 商品の内訳 寄附金額 事業者名

60 F114 レモンカード　3個箱入 140ｇ　3個入化粧箱セット 10,000  菓子工房　喜多亭

61 F33 力餅　16個入 天狗力餅 10,000  菓匠　錦花堂

62 F36 熊野本宮・釜餅　3種セット よもぎ、古代米、くるみ　各1 10,000  (有)熊野鼓動

63 F26 【黒沢牧場】和歌山3姉妹アイスクリーム
6個セット

ミルク　90ｍｌ×2　じゃばら　90ｍｌ×2　三宝
柑　90ｍｌ×2

10,000  農事組合法人黒沢牧
場

64 F115 【黒沢牧場】　ミルクアイスクリーム6個
セット

90ｍｌ×6 10,000  農事組合法人黒沢牧
場

65 F116 【黒沢牧場】　和歌山3姉妹アイスクリー
ム16個セット

ミルク 90ｍｌ×6　じゃばら 90ｍｌ×5　三宝柑
90ｍｌ×5

20,000  農事組合法人黒沢牧
場

66 F27 蜜柑きんとん（寒天ゼリー） 110ｇ×6 10,000  (株)小南農園

67 F117 まるごと田村みかんゼリー 94ｇ×24 20,000  (株)小南農園

　梅加工品

　飲料

　菓子類
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お礼の品一覧

 

商品
番号

商品名 商品の内訳 寄附金額 事業者名

68 F118 梅未来　富之助梅のあまうめ 240ｇ　12個入　化粧箱入 10,000  (株)佐々木農園

69 F29 まりひめコンフィチュール（2本セット） 150ｇ×2（箱入り） 10,000  (株)しおん

70 F28 おもてなしBOX ボンボンショコラ×6　オランジェ3種×4 10,000  （特非）ジョイ・コム

71 F119 ボンボンショコラ＆オランジェセット ボンボンショコラ×17　マンディアン×3　オラ
ンジェ詰合せ

20,000  （特非）ジョイ・コム

72 F120 toco*towaスペシャルアソートセット ボンボンショコラ×17　マンディアン×3　オラ
ンジェ詰合せ　ギモーブ詰合せ　琥珀・オ・ショ
コラMIX詰合せ

30,000  （特非）ジョイ・コム

73 F121 和歌山のみかん シャーベット　1000ｍｌ 10,000  (有)しょう

74 F122 和歌山の南高梅 シャーベット　1000ｍｌ 10,000  (有)しょう

75 F123 紀州かつらぎ山のジャバラ・プレミア和
歌山セット

ジャバラピール50ｇ×2　ジャバラ果汁100ｍｌ
×2

10,000  新岡農園

76 F30 有田ばうむ　Mサイズ　2本セット 有田みかんばうむ、湯浅醤油ばうむ　各1 10,000  (株)トータル・プランニ
ング

77 F124 洋菓子セット ガトー・オ・ジャバラ×8 じゃばらあめ40ｇ×3 10,000  （特非）花咲か

78 F34 紀州銘菓かげろう・柚もなかセット かげろう15個入り・柚もなか18個入り 10,000  (株)福菱

79 F31 フルーツコンポート2本セット 丸ごと温州みかん350ｇ、丸ごとあら川の若桃
350ｇ　各1

10,000  (株)ふみこ農園

80 F125 わかやまポンチセット 140ｇ×4 10,000  (株)ふみこ農園

81 F126 紀州南高梅　梅グラッセ＆梅みつセット
Ｓ

梅グラッセ5粒×2 梅みつ120ｇ×1 10,000  (株)ふみこ農園

82 F127 メープルミックスナッツ2種詰合せ 山椒（180ｇ） 八朔（180ｇ） 10,000  FROMFARM

83 F35 柚梅（ゆうばい）セット 古城梅、むろの柚　各10 10,000  文左

84 F128 甘夏柑　2ケセット 10,000  文左

85 F129 牟婁郡　20ケ入り 10,000  文左

86 F130 文左の柚もなか　36ケ入り 10,000  文左

87 F32 紀州友渕黒豆パウンドケーキ2個セット 10,000  ホテルアバローム紀の
国

88 F131 あられ逢わせ 特大缶　550ｇ 10,000  増田米菓(株)

89 F37 本竹皮包み羊羹2本セット 柚子羊羹、塩羊羹 各1 10,000  (有)紅葉屋本舗

90 F132 本竹皮包羊羹セット 本竹皮包羊羹3本セット×1
〈本煉羊羹、柚子羊羹、桜羊羹〉
本竹皮包羊羹2本セット×1
〈本煉羊羹、桜羊羹〉

20,000  (有)紅葉屋本舗

91 F133 本竹皮包羊羹セット 本竹皮包羊羹3本セット×2
〈本煉羊羹　柚子羊羹　桜羊羹〉
本竹皮包羊羹2本セット×1
〈柚子羊羹　塩羊羹〉

30,000  (有)紅葉屋本舗

商品
番号

商品名 商品の内訳 寄附金額 事業者名

92 F39 鯛めし（2～3人前セット） 出し汁　460ｇ　無洗米　288ｇ　鯛の身　87ｇ
梅干×2　浅葱×1

10,000  (有)安愚楽

93 F43 紀の国仕立てカレーセット ビーフ・ポーク・チキン（各200ｇ）×2 10,000  有田食品(株)

94 F134 紀の国仕立てカレーセット ビーフ・ポーク・チキン　（各200ｇ）×5 20,000  有田食品(株)

95 F135 イノブタ｢イブ美豚｣ハムウィンナーセット あらびきウィンナー110ｇ、チョリソーウィンナー
110ｇ、ベーコンスライス50ｇ、モモハムスライ
ス100ｇ、三種のサラミ50ｇ各1

10,000  (株)イブファーム

96 F136 イノブタ｢イブ美豚｣ハム・ウィンナーセッ
ト大人気セット

あらびきウィンナー110ｇ、チョリソーウィンナー
110ｇ、モモハム150ｇ、ケーゼ150ｇ、ビアシン
ケン150ｇ、ベーコン150ｇ、ロースハムスライス
100ｇ、三種のサラミ50ｇ　各1

20,000  (株)イブファーム

　菓子類

　米飯類
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お 知 ら せ                           
 

お礼の品一覧 

 

商品
番号

商品名 商品の内訳 寄附金額 事業者名

97 F137 イノブタ｢イブ美豚｣ハム・ウィンナーセッ
ト極みセット

あらびきウィンナー110ｇ、チョリソーウィンナー
110ｇ、ホワイトウィンナー110ｇ、モモハム150
ｇ、ケーゼ150ｇ、ビアシンケン150ｇ、ベーコン
150ｇ、ロースハム300ｇ、三種のサラミ　各1

30,000  (株)イブファーム

98 F44 和歌山丸髙中華そば 3食入×2セット・4食入×1セット 10,000  (有)柏木製麺所

99 F46 金山寺味噌セット 220ｇ入り　330ｇ入り　450ｇ入り　各1 10,000  川善味噌(株)

100 F40 近大マダイの鯛めしの素 鯛の身入り鯛めしの素 10,000  紀州漁彩

101 F138 近代マダイの鯛めし（2合用） 鯛の身入り鯛めしの素　500ｇ×4 30,000  紀州漁彩

102 F139 近代マダイの鯛めし（2合用） 鯛の身入り鯛めしの素　500ｇ×6 50,000  紀州漁彩

103 F41 姫めはり寿司2種詰め合わせ しそ昆布200ｇ×2　ひじきご飯200ｇ×2 10,000  熊野の里(株)

104 F42 鯖棒寿司 1本 10,000  (株)笹一

105 F140 紀州あせ葉寿司・鯖棒寿司詰合せ 紀州あせ葉寿司（鯛7個・鮭7個）・鯖棒寿司1
本

20,000  (株)笹一

106 F141 高野山特産丸ごま豆腐詰合わせ 丸ごま豆腐100ｇ×6 液体調味料5ｇ×6 黒ご
ま豆腐100ｇ×6 黒蜜10ｇ×6

10,000  (株)大覚総本舗

107 F45 ゆずとしいたけの佃煮プレミアム2個 10,000  (株)天照

108 F142 紀州南高梅　丸ざる梅うどん5食 ささめ切り梅うどん150ｇ、めんつゆ60ｍｌ、味し
そ梅1粒　各5

10,000  (株)ナルト

109 F143 紀州南高梅　梅うどん10食セット 和紙　梅うどん（100ｇ×2）×5袋・麺つゆ（濃
縮タイプ）×10袋

10,000  株式会社ナルト

110 F144 ジビエソーセージ　猪・鹿セット 猪　100ｇ　（5本入）　2パック
鹿　100ｇ　（5本入）　2パック

10,000  (株)MeatFactory

111 F38 グルテンフリー米粉パン 食パン3斤 10,000  結～musubi～

112 F145 グルテンフリー米粉パンセット 7個 20,000  結～musubi～

113 F47 昔造り紀州金山寺味噌 600ｇ×2 10,000  (株)やまだ

商品
番号

商品名 商品の内訳 寄附金額 事業者名

114 F48 うるめ丸干し 100ｇ入り×5 10,000  おざきのひもの

115 F146 丸干しセット うるめ丸干し　100ｇ×5　きびなご丸干し
100g×10

20,000  おざきのひもの

116 F54 鯨大和煮セット 鯨大和煮　200ｇ×3 10,000  (有)カネヨシ由谷水産

117 F55 鮪・鯨祭り まぐろ山椒とろ炊き×2　炙りくじら×2 10,000  (有)紀南水産

118 F56 那智山黒飴・マグロチャーシュー仕立
て・梅胡椒セット

マグロチャーシュー仕立て×1　那智山黒飴
20粒入り×1　梅胡椒60ｇ×1

10,000  (株)熊野フードファクト
リー

119 F147 磯なんば　2ｹ入 セット 300ｇ×2 10,000  (株)熊野フードファクト
リー

120 F148 南紀詰合せセット 磯なんば、梅胡椒、まぐろチャーシュー　各2
那智黒飴　1

20,000  (株)熊野フードファクト
リー

121 F149 鮎のあめだき二箱セット 三尾入り×2 10,000  丈右衛門

122 F49 灰干しさんま　8尾入り 2L　 8尾 10,000  (有)西出水産

123 F150 灰干しさんま 2L  16尾入り 2L  16尾入り 20,000  (有)西出水産

124 F53 紀州名産　なんば焼き2枚箱入 なんば焼き300ｇ×2　化粧箱入 10,000  西山蒲鉾店

125 F151 紀州名産　蒲鉾詰合わせ　（なんば焼き
3・ごぼう巻2）

なんば焼き300ｇ×3　ごぼう巻230ｇ×2　化粧
箱入

20,000  西山蒲鉾店

126 F152 紀州名産　蒲鉾詰合わせ　（なんば焼き
5・ごぼう巻3）

なんば焼き300ｇ×5　ごぼう巻230ｇ×3　化粧
箱入

30,000  西山蒲鉾店

127 F50 紀州特産　上干ちりめん 300ｇ 10,000  (株)則種海産

128 F51 紀州湯浅湾直送！茹でたて釜揚げしら
す・ちりめん山椒セット

釜揚げしらす、ちりめん山椒 各250ｇ 10,000  まるとも海産

129 F153 紀州湯浅湾直送！茹でたて釜揚げしら
す・いかなご釘煮セット

釜揚げしらす200ｇ　いかなご釘煮190ｇ 10,000  まるとも海産

　米飯類

　水産加工品
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                         お 知 ら せせ 

 

お礼の品一覧 

 

商品
番号

商品名 商品の内訳 寄附金額 事業者名

130 F154 紀州湯浅湾直送！茹でたて釜揚げしら
す・ちりめんセット

釜揚げしらす200ｇ　ちりめん190ｇ 10,000  まるとも海産

131 F155 紀州湯浅湾直送！茹でたて釜揚げしら
す・天日干しちりめん・ちりめん山椒・い
かなご釘煮セット

釜揚げしらす200ｇ　天日干しちりめん190ｇ
ちりめん山椒190ｇ・いかなご釘煮190ｇ

20,000  まるとも海産

132 F52 海桜鮪もちビンチョウ 10,000  (株)ヤマサ脇口水産

133 F156 海桜鮪　本鮪セット 大トロ、中トロ、赤身　各100g×1 50,000  (株)ヤマサ脇口水産

商品
番号

商品名 商品の内訳 寄附金額 事業者名

134 F57 湯浅醤油角長　180ｍｌ　3本セット 濁り醤×2　湯浅たまり一合徳利×1 10,000  (株)角長

135 F58 熊野の塩セット 黒塩×1　梅塩×2　ゆず塩×2　炭塩×1 10,000  熊野黒潮本舗

136 F157 トマトピューレ（3本セット） 150ｇ×3本　（箱入り） 10,000  (株)しおん

137 F158 うめの塩詰合せ 500ｇ×5 10,000  (株)ふみこ農園

138 F159 ふるさと手造り銘品集　300ｍｌ　3本入り
セット

熊野の酢、古来上寿し酢、土佐酢　各1 10,000  (名)丸正酢醸造元

139 F160 ふるさと手造り銘品集　300ｍｌ　5本入り
セット

熊野の酢、古来上寿し酢、那智黒米酢、土佐
酢、さんばい酢　各1

20,000  (名)丸正酢醸造元

140 F161 ふるさと手造り銘品集　700ｍｌ　4本入り
セット

熊野の酢、古来上寿し酢、那智黒米酢、土佐
酢　各1

30,000  (名)丸正酢醸造元

商品
番号

商品名 商品の内訳 寄附金額 事業者名

141 F162 原酒梅酒 720ｍｌ 10,000  (株)東農園

142 F60 薔薇梅酒 720ｍｌ 10,000  (株)東農園

143 F163 原酒梅酒＋バラ梅酒　720ｍｌ 各2本セット 20,000  (株)東農園

144 F59 梅酒　縁375mlと紀州産カリカリ南高梅
しそ梅セット

梅酒375ｍｌ×1　しそ梅300ｇ×2 10,000  (株)紀州本庄うめよし

145 F164 うめよし　おいしい梅酒セレクトセット 操　720ml　壱　375ｍｌ　善　375ｍｌ　縁375ｍｌ 30,000  (株)紀州本庄うめよし

146 F61 「和歌のめぐみ」2本入りセット（桃酒・み
かん酒）

桃山の桃酒、有田のみかん酒　各1 10,000  (株)世界一統

147 F165 紀州南高　完熟梅酒　樽 720ｍｌ×1 10,000  中田食品(株)

148 F63 純米吟醸『紀伊国屋文左衛門』　化粧
箱入

1.8L×1 10,000  中野BC(株)

149 F166 ナギサビール3種飲み比べ12本セット アメリカンウィート、ペールエール、ＩＰＡ　各4 20,000  ナギサビール(株)

150 F62 有田のみかんスパーリングワイン5本
セット

330ｍｌ×5 10,000  花野食品

151 F167 有田みかんのアイスなワイン 360ｍｌ×1 10,000  花野食品

152 F168 シュワッと爽やかスパークリングワイン
セット

みかんシュワッ酒　330ｍｌ×12 20,000  花野食品

153 F169 蜜柑王国みかんの酒4本セット 500ｍｌ×4 20,000  花野食品

154 F170 幻の梅酒　熊野伝説2本セット 黒瓶　白瓶　各720ｍｌ×1 50,000  プラム食品(株)

155 F171 紀州南高梅本格梅酒　原酒　暁（あか
つき）

720ｍｌ 10,000  横山食品(株)

156 F172 黒潮波と蜂蜜うめしゅのセット 十五年貯蔵本格焼酎　黒潮波　720ｍｌ（瓶
詰）紀州完熟梅酒　蜂蜜　720ｍｌ（瓶詰）　各1
2本用化粧箱入

10,000  (株)吉村秀雄商店

　水産加工品

　調味料

　酒類
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お 知 ら せ                               
 

お礼の品一覧 

 

商品
番号

商品名 商品の内訳 寄附金額 事業者名

157 F173 日本城・吟醸純米酒とじゃばら酒と錐鑚
（きりもみ）のセット

日本城　吟醸純米酒　720ｍｌ（瓶詰）、リ
キュール・じゃばら酒　720ｍｌ（瓶詰）、期熟成
本格焼酎　錐鑚米芋混和　720ｍｌ（瓶詰）　各
1　3本用化粧箱入

20,000  (株)吉村秀雄商店

商品
番号

商品名 商品の内訳 寄附金額 事業者名

158 F64 熊野の森からの贈り物。「熊野の香り」
セット

熊野の香り　熊野杉・Shibahara
木箱入りアロマオイル×1　アロマウォーター
×1

10,000  (株)エムアファブリー

159 F67 森のねこトイレ システムトイレ用猫砂　2.5L×3 10,000  川口建設(株)

160 F174 森のねこトイレ　くずれるタイプ システムトイレ用猫砂　5L×6 20,000  川口建設(株)

161 F175 森のねこトイレ システムトイレ用猫砂　2.5L×12 30,000  川口建設(株)

162 F65 消臭・調湿（不織布入り） 紀州備長炭入の大型消臭パック 10,000  紀伊の森

163 F176 いつものご飯が水がさらにおいしく 浄水・炊飯用紀州備長炭　600ｇ 10,000  紀伊の森

164 F177 いつものご飯が水がさらにおいしく 浄水・炊飯用紀州備長炭　1.3ｋｇ 20,000  紀伊の森

165 F178 紀州桧弁当箱　ＴｙｐｅＳ-4　DBR 520ｍｌ/20×8.5×6ｃｍ　桧材/ケイ素ガラス塗
装（仕切付）
電子レンジ・浸け置き洗いは非対応

30,000  角田清兵衛商店

166 F179 紀州桧弁当箱　ＴｙｐｅＳ-4　NA 520ｍｌ/20×8.5×6ｃｍ　桧材/ケイ素ガラス塗
装（仕切付）
電子レンジ・浸け置き洗いは非対応

30,000  角田清兵衛商店

167 F180 紀州桧弁当箱　Ｔｙｐｅ2　DBR 480ｍｌ/19×9×6ｃｍ　桧材/ケイ素ガラス塗
装（仕切付）
電子レンジ・浸け置き洗いは非対応

30,000  角田清兵衛商店

168 F181 紀州桧弁当箱　Ｔｙｐｅ2　NA 480ｍｌ/19×9×6ｃｍ　桧材/ケイ素ガラス塗
装（仕切付）
電子レンジ・浸け置き洗いは非対応

30,000  角田清兵衛商店

169 F182 郷土玩具　鶏合せ 10,000  文左

170 F183 導きの八咫烏 10,000  文左

171 F66 つみきゅ 24個 10,000  (株)山長商店

商品
番号

商品名 商品の内訳 寄附金額 事業者名

172 F184 熊野ポーク　バラスライス500g 10,000  (株)アグリズム熊野

173 F185 熊野ポーク　バラスライス500gとカタ
ロース500gのセット

20,000  (株)アグリズム熊野

174 F186 猪プレミアロース 400ｇ 20,000  いの屋

175 F187 猪プレミアロース 400ｇ×3 50,000  いの屋

176 F68 イノブタ「イブ美豚」じゃぶじゃぶ・ステー
キプレミアセット

ローススライス200ｇ×1　バラスライス200ｇ×
1　ウデスライス200ｇ×1　肩ロースステーキ
120ｇ×3　特製だし1000ｍｌ×1　ステーキソー
ス×3

20,000  (株)イブファーム

177 F188 イノブタ｢イブ美豚｣しゃぶしゃぶ・ステー
キ極みセット

ローススライス300ｇ　バラスライス300ｇ　ウデ
スライス300ｇ　肩ロースステーキ150ｇ×5　特
製だし1,000ｍｌ×2　ステーキソース×5

30,000  (株)イブファーム

178 F69 まるごと！「紀の国みかんどり」 むね肉・ささみ・手羽元・手羽先・もも肉・肝・
砂ずり　合計約1.5ｋｇ（未調理・真空パック）

20,000  (株)雑治商店

179 F70 紀州うめどりフレッシュチキンセット もも肉、ムネ肉、ささみ　各1ｋｇ 20,000  (有)中田鶏肉店

180 F71 熊野牛A5・A4ランク肩ロースすき焼き・
しゃぶしゃぶ用

400ｇ 20,000  (株)MeatFactory

181 F189 熊野牛　モモステーキ　400g 200ｇ×2枚 20,000  (株)MeatFactory

182 F190 熊野牛　バラ焼肉 500g 20,000  (株)MeatFactory

　酒類

　工芸・産業製品

　畜産物
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お礼の品一覧 

 

商品
番号

商品名 商品の内訳 寄附金額 事業者名

183 F191 熊野牛すき焼き・しゃぶしゃぶ赤身スラ
イス 700g

30,000  (株)MeatFactory

184 F192 熊野牛　ロースステーキ　400g 200ｇ×2枚 30,000  (株)MeatFactory

185 F193 熊野牛　ロース焼肉　500g 30,000  (株)MeatFactory

186 F194 熊野牛　焼肉セット　1kg　肩ロース・バ
ラ

焼肉用　肩ロース500ｇ・バラ500ｇ 50,000  (株)MeatFactory

187 F195 熊野牛　ロースステーキ　600g 200ｇ×3枚 50,000  (株)MeatFactory

188 F196 熊野牛　肩ロース　すき焼き・しゃぶしゃ
ぶ　1kg

1ｋｇ 50,000  (株)MeatFactory

商品
番号

商品名 商品の内訳 寄附金額 事業者名

189 F74 朝採れ！樹上完熟いちじく 12個入り×2
お届け8月中旬から9月中旬予定
限定50ケース
お届け時期は指定できません。

20,000  青木ファーム＆デリ

190 F197 かねよし農園　みかん　5kg 温州みかん　Lサイズ×5ｋｇ　｢湯浅町/田村｣ 20,000  かねよし農園

191 F198 かねよし農園　田村みかんジュース　1
本・みかん3.5kg

ジュース｢温州みかん100％・720ｍｌ　｢湯浅町
/田村｣　・　温州みかん　Lサイズ×3.5ｋｇ　｢
湯浅町/田村｣

20,000  かねよし農園

192 F199 かねよし農園　田村みかんジュース　1
本・みかん3.5kg

ジュース｢温州みかん100％・720ｍｌ　｢湯浅町
/田村｣　・　温州みかん　Sサイズ×3.5ｋｇ　｢
湯浅町/田村｣

20,000  かねよし農園

193 F200 超熟屋根掛けみかん 5ｋｇ 20,000  勘繁園

194 F201 超熟屋根掛けみかん 特選　5ｋｇ 30,000  勘繁園

195 F202 超熟屋根掛けみかん 10ｋｇ 50,000  勘繁園

196 F203 有田みかん　極早生　上野 5ｋｇ 20,000  北正園

197 F76 木熟みかん　天 5kg　サイズL～S
お届け12月上旬から中旬予定
限定100箱
お届け時期、サイズのご指定はできません

20,000  紀南農業協同組合

198 F72 あら川の桃
（※恐れ入りますが、今年の申込は終
了しました）

白鳳・清水白桃・川中島　品種お任せ　約3ｋｇ
化粧箱（9～12玉入り）
お届け7月上旬から8月上旬
限定200箱
お届け時期、品種、入数の指定はできません

20,000  紀の里農業協同組合

199 F78 熟姫（うれひめ）キウイフルーツ 約3.5ｋｇ×2
（54個：3Lサイズ）（60個：2Lサイズ）（66個：L
サイズ）
お届け12月から2月末予定
お届け時期、サイズおよび入数の指定はでき
ません
限定数：２００ケース

20,000  紀の里農業協同組合

200 F204 四季彩園　くしもとポンカン 2ｋｇ（2L、3L） 10,000  四季彩園

201 F205 四季彩園　くしもとポンカン 4ｋｇ（2L、3L） 20,000  四季彩園

202 F206 四季彩園　くしもとポンカン 5ｋｇ（2L、3L） 30,000  四季彩園

203 F207 農薬を使用していない南高梅　冷凍　梅
シロップ肉

2ｋｇ 30,000  てらがき農園

204 F79 和歌山の桃　3個入
（※恐れ入りますが、今年の申込は終
了しました）

桃　1,200g～1,400ｇ 10,000  戸口農園

　畜産物

　農産物
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お 知 ら せ                           

 

お礼の品一覧 

 

 

 

返礼品が２０７品になり、寄附金額の価格に応じて返礼品を選んでいただけ

るようになりました。 

和歌山県が誇る優良産品（プレミア和歌山）を是非御堪能ください。 

商品の詳細等は「ふるさとチョイス」をご覧ください。 

URL：https://www.furusato-tax.jp/city/product/30000    

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－ 
★お問合せ・申込窓口★            ☆お問合せ窓口☆ 
〒640-8585                  〒102-0093 
和歌山市小松原通一丁目１番地         東京都千代田区平河町 2-6-3 
総務部総務管理局税務課            都道府県会館12階 
担当 工藤、宮本               和歌山県東京事務所 
電話 073-441-2186(直通)           担当 宮本 
FAX  073-423-1192              電話 03-5212-9057 

E-mail: furusato-ouen@pref.wakayama.lg.jp   FAX  03-5212-9059 

商品
番号

商品名 商品の内訳 寄附金額 事業者名

205 F73 和夏山の桃
（※恐れ入りますが、今年の申込は終
了しました）

2.5ｋｇ～2.7ｋｇ
お届け6月末～8月中旬予定
限定30箱
お届け時期、品種、入数の指定はできません

20,000  戸口農園

206 F75 温室新秋柿 2L以上　7～10玉
お届け9月上旬から末予定
限定100箱
入り数のご指定はできません

20,000  まるしげ農園

207 F77 まりひめプレミアム「毬姫様」 9もしくは12粒入
お届け12月下旬から2月末予定
限定20箱
お届け時期、入数の指定できません

20,000  和歌山県いちご生産
組合連合会

　農産物
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                         ふるさと歳時記  

 
 イベント情報(８月上旬～８月下旬) 
 
 

期間 行事名 場所 問い合わせ先 

8 月上旬 ヤーヤー祭り 田辺市・田辺市商店街 
田辺市商店街振興組合連

合会 0739-22-2960 

8 月上旬 

～ 
春日風鈴祭 海南市・海南春日神社 

かいなん夢風鈴まつり実

行委員会 

073-482-4363 

8 月上旬 千日詣 和歌山市・紀三井寺 
紀三井寺 

073-444-1002 

8 月中旬 
白浜キャンドル 

イルミネーション 
白浜町・白良浜海水浴場 

白浜温泉旅館協同組合 

0739-42-2215 

8 月中旬 興国寺火祭り 由良町・興国寺 
興国寺 

0738-65-0154 

8 月中旬 下駄市 海南市・黒江川端通り 
下駄市実行委員会 

073-483-5220 

8 月中旬 
太地浦勇魚祭 

（古式捕鯨を再現） 
太地町・太地浦 

太地町産業建設課 

0736-59-2335 

8 月中旬 塩津のいな踊り 海南市・下津町塩津 
塩津のいな踊り保存会 

073-492-3015 

8 月中旬 高野山ろうそく祭り 高野町・奥之院参道 
高野町教育委員会 

0736-56-3050 

8 月中旬 嵯峨谷の神踊り 橋本市・若宮八幡神社 
はしもと広域観光案内所 

0736-33-3552 

8 月中旬 灯篭供養 和歌山市・紀三井寺 
紀三井寺 

073-444-1002 

8 月中旬 椎
しい

出
で

 鬼の舞 九度山町・椎出厳島神社 
椎出鬼の舞保存会 

0736-54-4365 

8 月中旬 佐野柱松 新宮市佐野地内 
佐野柱松実行委員会 

0735-31-7366 

8 月中旬 佐本川柱松 すさみ町・佐本小学校 
すさみ町役場地域未来課 

0739-55-4801 

8 月中旬 傘鉾神事 九度山町・古沢厳島神社 
古沢厳島神社総代代表 

0736-54-2723 

8 月下旬 千燈籠供養 橋本市・子安地蔵寺 
子安地蔵寺 

0736-32-1774 

8 月下旬 二河の火祭り 那智勝浦町・三光山金剛寺 
那智勝浦町観光産業課 

0735-52-2131 

8 月下旬 熊野水軍の埋蔵金探し 白浜町・白良浜海水浴場 
白浜観光協会 

0739-43-5511 

8 月下旬 八咫の火祭り 田辺市・熊野本宮大社 
熊野本宮大社 

0735-42-0009 
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ふるさと歳時記                           

 
自然・風物情報(８月上旬～９月下旬) 
 

 

時期 自然・風物名 場所 問い合わせ先 

8 月上旬 ブドウ狩りオープン 
有田川町・有田巨峰村 有田川町商工観光課 

0737-52-2111 

田辺市・紀南観光ブドウ園 田辺観光協会 

0739-26-9929 

8 月上旬 サルスベリ咲く 
田辺市・新庄総合公園 田辺市管理課 

0739-26-9966 

白浜町・吉祥寺 吉祥寺 

0739-54-0043 

8 月中旬 
梨狩り、 

りんご狩りオープン かつらぎ町内農園 かつらぎ町観光協会 

0736-22-0300 

8 月中旬 ボウズハゼの滝登り 古座川町・滝ノ拝 古座川町産業建設課 

0735-72-0180 

8 月下旬 イチジク出荷最盛期 紀の川市 ＪＡ紀の里農産物流通セ

ンター 0736-73-7200 

9 月上旬 高級魚 クエ初入荷 日高町 日高町観光協会 

0738-63-3806 

9 月中旬 
彼岸花が開花 
（県内各所） 有田川町・久野原地区 有田川町商工観光課 

0737-52-2111 

9 月中旬 あらぎ島で稲刈始まる 有田川町・あらぎ島 
有田川町ふるさと開発公社 

0737-25-0221 

9 月中旬 栗拾い 
かつらぎ町観光農園 かつらぎ町観光協会 

0736-22-0300 

有田川町彦ヶ瀬 有田川町商工観光課 

0737-52-2111 

9 月下旬 イセエビ漁解禁 串本町・下田原漁港 和歌山東漁協下田原支所 

0735-74-0131 

9 月下旬 ハギ見頃 
和歌山市・四季の郷公園 四季の郷公園 

073-478-0070 

田辺市・本宮町湯の峰 旅館あづまや 

0735-42-0012 

9 月下旬 「落ちアユ」漁解禁 県内各河川 
和歌山県内水面漁業協同

組合連合会 

0736-66-0477 
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～編集後記～ 
 
 

今年は全国的にも梅雨明けが遅く、日照時間が短いため梅雨寒と言われていました。

ところが梅雨があけたとたんの酷暑です。この短期間での気温変化に体調を崩された方

もいるのではないでしょうか。 
 日中の暑さには辟易しますが、暑いこの季節ならではの楽しみもあります。ビアガー

デンや流しそうめんでは身体をクールダウンできます。花火大会や夏まつり、盆踊りで

はふるさとを思い出すことがあるかもしれません。みなさんのそれぞれの楽しみ方で暑

い夏を乗りきってください。 
 
 表紙の太地浦勇魚祭もそうですが、海南市下津町にも漁師町特有の「塩津のいな踊り」

という踊りがあります。江戸時代の初期、地域でお金を出し合って作った網でイナ（ボ

ラ）漁をしたところみんなの暮らしが豊かになったのだそうです。これをきっかけに漁

の動作を踊りにし、不漁の年に踊ると豊漁になるとされ、お盆が近づくと漁師さんが夜

明けまで踊ったそうです。現在もいな踊り保存会の皆さんにより、大切に受け継がれて

います。 
 

一方、同じ海南市でも黒江の川端通りでは８月１４日に「下駄市」があります。こち

らも江戸時代末期からと歴史は古く、黒江塗りの職人がお盆の帰省の際、自分用やお土

産に下駄を買う習慣があったので、この時期だけ下駄の店を出店したのが始まりだと言

われています。下駄のニーズがなくなったため一時は夜店ばかりの下駄市でしたが最近

は下駄を売る店も見かけるようになりました。 
余談ですが、私にとって夏の楽しみはこの下駄市です。川端通りを歩きながら懐かし

い顔を見つけては立ち止まり、いつもの店で同級生と談笑するのが恒例となっています。

つまりは下駄市より同級生と会うのが楽しみなのですが。 
 
ふるさと和歌山では、家族や友人、イベントが皆さんの帰りをお待ちしています。 
２１、２２ページにある「ふるさと歳時記」で地元のイベントを探してみてください。 
 
                       知事室 秘書課長 塩﨑 裕子 

 
 
 
 
 
 

 和歌山だよりに対するご意見・ご感想をお聞かせください。また、皆様がお持ちの和歌
山に関する情報をご提供ください。今後、皆様のお声を紙面づくりに活かしていきたいと
考えています。 
 （下記のＦＡＸ（様式自由）、Ｅ-Mail 等でお願いします。） 

  ■FAX 073-422-4032  

  ■E-mail e0001003@pref.wakayama.lg.jp 

  和歌山県のホームページ   https://www.pref.wakayama.lg.jp/   

ふるさと和歌山応援ｻｲﾄ httｐs://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/furusato/   
                   2019 年（令和元年）８月 Nｏ.１３６ 
   *個人情報につきましては、「和歌山だより」       和歌山県 秘書課 
     の発行以外の目的には、使用いたしません。       〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通１－１ 
                      TEL 073-441-2022 

★「和歌山だより」Ｗeｂ版を和歌山県ホームページにアップしています。Ｗeｂ版

ならではの美しい画面を楽しんでいただけますので是非御覧ください。 

 


