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金剛峯寺（高野町）

２年前、開創１２００年記念法会が行われた高野山金剛峯寺。大門、壇上
伽藍、奥の院など、弘法大師空海の手で開かれた山上の大宇宙・高野山
は、いにしえの香りと千年の祈りに出会える日本仏教の聖地です。
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 君の行く道は果てしなく遠い  

 
 昔は音楽愛好からほど遠い生活を送っていた私ですが、最近は、中々

音楽も良いなあと思い始め、クラシックの演奏を時々聴きに行き、私

たちの若い頃流行ったニューミュージック、歌謡曲のＣＤを買い込ん

で時々聴いています。  
 そういう曲の中に、あ、これはと思う曲がありました。ザ・ブロー

ドサイド・フォーというグループの歌っていた「若者たち」という曲

です。「君の行く道は果てしなく遠い、だのになぜ歯をくいしばり、君

は行くのか、そんなにしてまで」という詞が心にしみる中々良い曲で

す。実は、この曲を、私は高校３年の時の文化祭で３年Ｅ組の出し物

として合唱をしました。音楽好きのクラスメイトがリーダーシップを

取り、クラス５０人全員が役割を持たされ、よく練習をしました。  
当時高校３年生、 それまでは何とな くモラトリアムで あんまり考え

ることなく、のほほんと育ってきた私ですが、これからの自分の行く

道に思いを馳せたりして、希望２割不安８割の日々を送るようになっ

ていました。その時に、この歌の歌詞は胸にしみました。  
 実は恥ずかしながら私はこの歌を学校でしか聴いたことがありませ

んでした。そこで熱心に皆をリードしてくれる学友の作詞作曲なんだ

ろうと勝手に推測していました。でも歌は頭に残っていました。そこ

でＣＤを聴いて、そういうことだったのかと初めて作詞作曲者、歌手

の名が分かりました。高校生活のあの一コマが脳裏に浮かび、楽しい

高校生活を送らせてくれた懐かしい仲間に感謝します。  
 今から考えても、私たちの来た道は果てしなく遠かったなあと思う

のですが、何故か分からないが、そんなにしてまで一生懸命やってき

たなあとも思います。でも、まだ「君の行く道」は果てしなく遠いん

だろうなあとも思います。和歌山県政の行方も果てしなく遠く、その

道も果てしなく遠いという感を毎日毎日感じています。しかし、行か

なければなりません。そんなにしてまでも。  
 
 

 

  和歌山県知事  仁  坂  吉  伸  
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●和歌山が生んだ偉人 陸奥宗光を顕彰                        

 
幕末の英雄、坂本龍馬をして「わが党（海援

隊）の士にして、両刀を取り上げて飯が食える

者は、ただおれと君のみだ」と言わしめた人物

といえば、和歌山が生んだ偉人 陸奥宗光です。 

和歌山市に生まれた宗光は、１８４４年に紀

州藩士であった父宗広の六男として生まれま

した。１９歳の時に坂本龍馬と出会い、長崎に

赴き亀山社中に属し、その後、海援隊に入隊し

ます。 

２４歳で外国事務局御用掛として新政府に出仕し、その後、和歌山の藩政改革に参画し

ます。藩政改革では、人事を刷新する中、勘定奉行として「稲むらの火」で有名な、こち

らも県が誇る偉人、濱口梧陵を登用しています。他にも、政党政治の基盤作りに尽力し、

後に衆議院議長となる星 亨（ほし とおる）や後に外務大臣となる林 董（はやし ただす）

を紀州藩に登用し育てました。また、ドイツ軍人のカール・ケッペンを招き、日本の近代

国家の先駆けとなる四民平等での徴兵制や近代的な兵制を導入しています。それらのこと

が後の明治政府に大きな影響を与え、新政府の礎を築いたといわれています。 

その後、３５歳の時、西南戦争に呼応して幕府を倒そうとした土佐の立志社左派に荷担

したとして逮捕され、禁固５年の刑で監獄に送致されます。ここで宗光は、持ち前のハン

グリー精神を発揮し、法律や政治に関する書物を２００冊も読破します。また、イギリス

の哲学者ベンサムの著書を解読し、出獄後「利学正宗」として出版します。 

４４歳の時、ワシントンに駐米公使として赴任し、メキシコとの間で最初の対等条約と

なる日墨修好通商条約を締結します。その後、第２次伊藤内閣で外相に就任し、不平等条

約の改正に成功し、イギリスと日英通商航海条約を締結します。これにより治外法権の撤

廃と関税自主権の回復を成し遂げ、幕末から明治期の日本に比肩するもののない功績を打

ち立てることになりました。 

晩年は、日清戦争の開戦から講和締結、三国干渉に至るまでの外交指導の概要を記した

「蹇蹇録（けんけんろく）」を執筆しました。なお、「他策なかりしを信ぜんと欲す」と

述べている「蹇蹇録」は、陸奥外交の神髄が記された稀代の名著と言われています。 

そして明治３０年、５４歳で生涯を終えます。 

また、没後１０年となる明治４０年には、日清戦争や条約改正といった難局に外相とし

て立ち向かった陸奥宗光の業績を讃え、外務本省内に宗光の銅像が建てられました。外務

本省内に銅像が建てられているのは、陸奥宗光ただ一人です。 

次に、このような偉業を成し遂げた宗光を陰で支え続けた、妻亮子についても触れてみ

たいと思います。 

陸奥 宗光 

（国立国会図書館蔵） 

妻・亮子 

（陸奥家所蔵） 
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亮子は、宗光が外務省勤務になるに伴い、社交界にデビューし、その美貌から鹿鳴館の

華と称えられます。明治２１年、宗光がワシントンに赴任する際、ともに渡米しますが、

アメリカではその気品溢れる姿が、現地の新聞に掲載されるほどでした。これは、亮子が

美貌もさることながら、社交界にでても決して引けを取らない程の知識を身につけていた

からでした。夫の期待に応え英語を猛勉強するなど、自らを高めようと努力し、また英訳

した日本文学の発表や得意の琴を演奏などにより、日本がいかに優れた文明を持った国で

あるかをアピールしていたのでした。 

 

県ではこのたび陸奥宗光の没後１２０年を記念し、９月２３日に「陸奥宗光シンポジウ

ム」を岩出市の旧県議会議事堂で開催しました。シンポジウムでは、御厨貴氏（東京大学

先端科学技術研究センター客員教授）による「陸奥宗光

の気概とリアリズム－帝国確立期の日本と併走して－」

と題した基調講演が行われました。 

その後、須磨佳津江氏（アナウンサー）がコーディネ

ーターを務め、御厨氏、福嶌香代子氏（外務省外交史料

館長）、曽野洋氏（四天王寺大学教授）、知事によるト

ークセッションが行われました。 

 

●和歌山信愛大学（仮称）設置のため協定を締結しました                      

 
県、県教育委員会、学校法人和歌山信愛女学院の

３者は、和歌山信愛大学（仮称）の設置に向けて、

連携・協力を目的とする協定を１０月３日に締結し

ました。 

信愛大学は男女共学で、４年制の教育学部子ども

教育学科を設け、小学校、幼稚園の教諭と保育士の

養成を行います。収容定員は３２０人（入学定員８

０人）で和歌山市内の本町小学校校舎を活用し、平成３１年４月開学の予定です。 

このたびの協定では、県と県教育委員会は、小学校・幼稚園・保育所等での実習協力や

県内企業でのインターンシップや県内就職促進に関

する協力等を行うことに、また、和歌山信愛女学院は、

伝統文化など和歌山に愛着を持つ人材育成や復帰を

考えている教員や保育士に学び直しの機会の提供等

を行うことがうたわれています。 

信愛大学が開設されることにより、幼児教育の充実

や待機児童解消のための幼稚園教諭、保育士の確保が 

トークセッションの様子 

協定締結式の様子 

完成イメージ図 
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見込まれます。また、平成３０年４月開設予定の東京医療保健大学和歌山看護学部、平成

３３年開学予定の和歌山県立医科大学薬学部とともに、若者の県外流出に歯止めをかけ、

まちの賑わい創出にも繋がっていきます。 

これからは小学校や幼稚園の先生、保育士の方々の確保が大変重要になってきます。地

元でこのような方々を立派に送り出してくれる大学への期待は益々大きくなってくると考

えます。 

 

●和歌山県産の柿、アメリカ進出へ                       
 
本年１０月１２日、アメリカへの日本産柿の輸出が

解禁になりました。全国一の柿の生産量を誇る本県は、

これを機に、アメリカ市場への進出をめざします。 

アメリカは、世界最大の食品市場であり、日本から

の農水産物・加工食品の輸出先としては、香港に次ぐ

第２位です。しかし、アメリカはこれまで、侵入を警

戒する病害虫が日本で発生していることを理由に、輸

入を禁止していました。県は、平成２５年以降、解禁を要請するよう国に強く働きかけて

きました。国がこれに応え、アメリカに解禁要請を続けた結果、日本側で必要な防除体制 

が整ったと判断され、このたびの解禁に至りました。 

これにより、植物検疫条件を満たす柿が輸出可能となります。これに向けて準備を進め

ていた県内事業者は、アメリカ一番乗りをめざして取り組んでいます。 

和歌山県産の柿は、今年の２月、特別に輸出を許可され、アメリカの首都ワシントンＤ

Ｃで開催された試食会で大変好評をいただきました。現在、アメリカでは、自国産、スペ

イン産やイスラエル産の柿がアジア系アメリカ人の方々に人気とのことで、十分な需要が

期待できます。 

また、この解禁に合わせ、県では、県農業協同組合連合会や県農水産物・加工食品輸出

促進協議会とともに、１０月１９日、米国への食品輸出セミナーを開催します。 

セミナーでは、アメリカの食品市場の特徴や米国食品安全強化法への対応について説明

を行い、アメリカ輸出をめざす県内食品事業者をバックアップします。 

この解禁を機会に、アメリカの人たちに和歌山の柿のおいしさを知ってもらい、今後さ

らなる市場拡大につなげていきます。 

 

●県内の小学生等に「かき」をお届け                         

 
県内小学生等への県産「うめ」、「もも」の提供に続き１０月は、第３弾として「かき」

をお届けしています。 

ワシントンの柿の試食会 
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県では、地産地消の取組として、平成２４年度から、

県内の小学校、特別支援学校に「みかん」、「魚」な

どの農水産物をお届けし、給食や家庭科等の教材に使

ってもらっています。 

この取組の一環で、１０月３日～２７日に、県内の

小学校や特別支援学校に「かき」をお届けし、子供た

ちに包丁を使った皮むき等や調理実習等を体験しても

らっています。 

また、これにあわせて、農家の方と県職員が訪問し、和歌山県が「かき」が全国一の産

地となっていることや、「かきの生産状況」等についての出前授業も行っています。 

このような取組により、子供の頃から、和歌山の食材に親しみ、大人になってもふるさ

との味を愉しんでもらいたいと考えています。 

 

●ねんりんピック秋田 2017 に和歌山県から１１９名の選手が参加         

 

ねんりんピックは６０歳以上の方々を中心にあ

らゆる世代の人たちが楽しみ、交流を深めることが

できる健康と福祉の総合的な祭典で、平成３１年に

和歌山県での開催が予定されています。 

このたび「第３０回全国健康福祉祭あきた大会

（ねんりんピック秋田２０１７）」が９月９日から

１２日まで開催され、和歌山県から選手団・役員１１９名が参加しました。 

あきた大会は、「秋田からつながれ！つらなれ！長寿の輪」をテーマに開催され、選手

は、卓球、テニス、サッカーをはじめ、太極拳、囲碁、将棋など２０種目交流大会に参加

しました。出場選手の平均年齢は７０歳で、最高年齢の選手は、健康マージャンに参加す

る８７歳の方でした。 

また、本大会に合わせ、「ねんりんピック紀の国わかやま

２０１９（平成 31年 11 月 9日（土）～12日（火））」の公

式ポスター・チラシを作成し、和歌山県ブースで配布するな

ど、ＰＲを行いました。 

和歌山大会のテーマは、「あふれる情熱 はじける笑顔」で

す。参加者が健康長寿を実感し、スポーツや文化の楽しさを

味わい、また世代を超えた交流の絆を深め、和歌山に来て良

かったと思ってもらえる大会となるよう取り組んでいきま

す。 

 

「かき」を使った調理実習の様子 

開会式の和歌山県選手団の皆さん 

きいちゃんがほほえむＰＲポスター 

「かき」と使った調理実習の様子 
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●「健康長寿日本一わかやま」をめざすために ～わかやま健康ポイント～                       

 
県は、今年策定した長期総合計画に「健康長寿日本

一わかやま」を掲げました。 

現在、本県の平均寿命は全国の低位にあり、がんや

心疾患などの死亡率が高く、高齢化が全国に先んじて

進行しています。しかし、お年寄りでも元気に生き生

きと長生きができれば、高齢化自体は何も悪いことで

はありません。健康を維持することが大切であると考えます。 

このため県では、今年から県民の皆さんに運動の習慣を身につけてもらうための新しい

取組として「みんなで実践！健康づくり運動ポイント事業」をスタートしました。 

この事業は、事前に登録をいただいた方々の自治会活動や個人の運動実績にそれぞれポ

イントを付与するもので、気軽に県民の皆さんに参加していただけます。 

参加方法は、自治会参加と個人参加があります。自治会参加では、ラジオ体操や草刈り

などの自治会主催のイベントに参加すると、自治会にポイントが付与されます。また、個

人参加では、１日８，０００歩以上のウォーキングや３０分以上の運動をすることでポイ

ントが個人に付与されます。今年の１０月から来年の３月までの獲得ポイントのランキン

グで表彰を行います。 

このように、自治会を巻き込んだ地域ぐるみで競い合う取組は、全国でも珍しいのでは

ないでしょうか。 

これらの取組により、県民の皆さんに地域コミュニティに密着した、楽しく運動する習

慣を身につけていただき、「健康長寿日本一わかやま」の実現を目指します。 

詳しくは、専用サイト「わかやま健 

康ポイント」をご覧ください。 

 

●スポーツ、文化の分野で活躍した高校生が知事を表敬訪問                      

 
今年の全国高等学校総合体育大会の３位までに入

賞した選手４３名と、各種文化部の全国大会で優秀な

成績を収めた３３名の高校生が９月１３日に知事を

表敬訪問しました。 

高校総体は、７月から８月にかけて山形、宮城、福

島を中心に行われ、県内から３２校、５２０人の選手

が出場しました。 

少林寺拳法で優勝した選手は、昨年は５位に終わったので頑張ってきた成果が出てよか

ったと報告していました。 

さあ、みんなで実践！ 

さぁ、みんなで実践！ 

専用サイト「わかやま健康ポイント」ＱＲコード 

大会の結果を報告する生徒の皆さん 
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また、文化系大会のうち俳句甲子園で優秀賞を受賞した「髪洗う 姉のお下がり 脱ぎ捨

てて」の作品について、その思いを質問された作者は「お下がりを着ていたら自分でない

気がする。髪を洗うときに本当の自分に戻るという感じ」と回答していました。 

なお、訪問者は以下の方々です。 

 
【文化部等で優秀な成績を収めた生徒】 
○第２２回全日本高校・大学生書道展 
「高等学校の部」最優秀賞、書道展大賞 県立桐蔭高校 

  鈴木 里歩（２年）新田 拓也（２年）橋本 果奈（２年）武内 未来（３年） 
○缶サット甲子園 2017 
準優勝 県立桐蔭高校 

  谷口 翔麻（２年）中家 壮司（２年）田中 久温（２年）吉村 風汰（２年） 
○子規・漱石生誕 150 年記念第 20回俳句甲子園（全国高等学校俳句選手権大会） 
 優秀賞（全国２位相当） 県立桐蔭高校 

松本 梓紗（２年） 
○第２８回全国高等学校アマチュア無線コンテスト 

高校シングルオペレータ７MHz 部門 優勝 県立和歌山工業高校 
高校シングルオペレータ５０MHz 部門 準優勝 県立和歌山工業高校 

   石橋 澪（２年）兵江 勇人（２年） 
○第３７回高校生英語弁論大会 

外務大臣賞 県立星林高校 
   菅田 利佳（２年） 

 
【全国高校総体で優秀な成績を収めた生徒】 
○少林寺拳法 
女子団体演武 優 勝  県立神島高校 
  山本 春香（３年）森下 真代（３年）竹中 七奈海（３年）大平 亜由美（３年） 

 阪本 祐華（３年）中川 七海（３年）岩﨑 香乃（２年）小川 愛理沙（１年） 
男子単独演武 第３位  尾崎 奨馬（神島 ２年） 

○バレーボール 男子 準優勝  私立開智高校 
 久保田 滉人（３年）中野 倭（３年）岡本 捷吾（３年）五味 登以（２年） 
 稲嵜 啓太（２年）新田 義宗（２年）北橋 明日登（３年）楠本 竜也（２年） 
 福井 大志（２年）木下 竜海（１年）久保田 滉平（１年）玉置 真央（２年） 
 西村 健吾（３年） 

○フェンシング 
女子フルーレ団体  準優勝  県立和歌山北高校 

   東  晟良（３年）美﨑 砂彩（３年）福塚 世帆（２年）森田 明日香（２年） 
   巾下 栞奈（１年） 
女子フルーレ個人 準優勝 県立和歌山北高校  東 晟良 
女子エペ個人 準優勝 県立和歌山北高校 太田 奈津季（３年） 
男子エペ個人 第３位 県立向陽高校 山本 昂大（３年） 

○陸上競技 
女子やり投 第２位 県立和歌山北高校 長 麻尋（３年） 

○柔道 
女子７０ｋｇ 第３位 私立近大附属和歌山高校  岡 美紀（２年） 

○剣道 女子団体  第３位  県立和歌山東高校 
 太田 実可子（３年）松本 彩那（３年）山本 里奈（３年）田中 まみ（３年） 
 太田 ひかる（２年） 田中 栞（３年）森田 実桜（２年） 

○カヌー 女子カヤックフォア（WK-4 200m）  第３位  県立神島高校 
小倉 陽（３年）髙垣 未結（３年）栗原 萌衣（２年）小林 実央（１年） 

○レスリング 
女子５６ｋｇ 第３位 県立和歌山北高校 松下 京加（３年） 
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○第２４回全国高等学校写真選手権大会 写真甲子園２０１７ 
優勝 県立神島高校 
  松下 莉子（２年）平阪 瑠菜（２年）坂本 望愛（２年） 
○第３１回全国パソコン技能競技大会 
日本語ワープロ競技 団体優勝、個人優勝ほか 県立那賀高校 

野口 裕人（３年）寺口 友基（３年）谷口 愛実（３年）那須 響（３年） 
  高橋 泉衣（３年）實宝 大倭（３年）神前 美里（３年）山田 雲斗（２年） 
  北邨 帆乃美（２年）深瀬 仁菜（２年）山本 果奈（２年） 
○ソーラーカーレース鈴鹿２０１７、Ｅｎｅ－1 ＧＰ SUZUKA ２０１７ 
チャレンジクラス 優勝、ＫＶ－ＢＩＫＥ 総合２位・クラス優勝 県立紀北工業高校 
 宮本 喜充（３年）牲川 直輝（３年）大村 直利（３年）半浴 菖太郎（３年）  
 木村 裕貴（２年）日髙 勇貴（２年） 

○第１４回全国高等学校 ARDF 競技大会 
１４４MHｚ帯部門 準優勝 県立紀北工業高校 

富岡 亮佑（３年） 

 

●サイクリング王国わかやまの愛称は「ＷＡＫＡＹＡＭＡ８００」！                      

 
県と県観光連盟では、サイクリングを通じて和歌山

の魅力を知ってもらう「サイクリング王国わかやま」

キャンペーンに取り組んでいます。 

このたび、「サイクリング王国わかやま」の情報発

信の一環として、ブランディング映像の制作と、ニッ

クネームを「ＷＡＫＡＹＡＭＡ８００」とすることを

決定しました。 

このニックネームについては、県で整備を進めるサイクリングロード（ブルーライン）

が約８００キロあることなどをもとに、親しみがあり、呼びやすく覚えやすいネーミング

にしました。ロゴマークに使用している「∞（無限大）」マークは、和歌山でのサイクリ 

ングは無限大の楽しみ方と可能性を提供するという意味も込められており、サイクリスト

の皆さんにインパクトを与えるものと考えています。 

また、ブランディング映像については、県内のサイクリング環境の良さをさらに多くの

人に発信していこうと作成しました。映像には、モデルでサイクリストの日向涼子さんや

元マウンテンバイク・クロスカントリーアジアチャンピオンの野口忍さんが登場し、和歌

山の自然や観光名所を自転車で走る姿が映し出されており、現在、ホームページ「わかや

ま観光情報」で公開中です。 

 

WAKAYAMA800 ロゴマーク 

 

 

 

 

伝統的な町並みを眺めながら 

・長方形の左側に青線を入れ、ブルーラインを表現 

・８００の「００」を無限大マークで表現 
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他府県では、滋賀県の琵琶湖を１周する「ビワイチ」や淡路島を１周する「アワイチ」

などが有名ですが、和歌山は、それ以上に魅力的な道と、自然がつくりあげた唯一無二の

絶景や歴史的景観、また、おいしい海の幸、山の幸を楽しんでいただけます。 

ぜひ、多くのサイクリストのみなさんにお越しいただきたいと思います。 

 

●モンドセレクション２０１７受賞事業者が知事を表敬訪問                        

 
今や世界各国の食品メーカーが出品

する代表的なコンクールとしておなじ

みの、モンドセレクション２０１７を

受賞された県内事業者の方々が、９月

１３日に知事を表敬訪問しました。 

モンドセレクションは、菓子の品質

向上を目的にヨーロッパで１９６１年からはじまり、今は対象が酒類や食料品全般に広が

っています。賞は、最高金賞、金賞、銀賞、銅賞があり、県内からは、１３社、２５商品

が受賞しました。 

中でも「羅生門 龍寿 純米大吟醸」は２９年連続で最高金賞を受賞しており、受賞者

である田端酒造株式会社の長谷川香代 代表取締役社長は、「来年も受賞すれば３０年連続

となる。社員一丸となって頑張っていきたい」と意気込みを述べていました。 

是非、皆さんも受賞商品をご購入ください。 

平成２９年度 モンドセレクション和歌山県内受賞者一覧表 

 

受賞事業者の皆さん 

ＮＯ 事業者名 受賞商品 受賞内容 連続受賞 ＮＯ 事業者名 受賞商品 受賞内容 連続受賞

1 (株)アセロラフーズ アセロラ黒酢 最高金賞 ９年連続 純米吟醸「紀伊国屋文左衛門」 金賞 ４年連続

2 有田川町水道課 有田川 神聖水 金賞 ２回目 梅エキス 紀州の赤本「梅真珠」 金賞 ４年連続

100%ピュアジュース はっさくしぼり 最高金賞 ２年連続 大吟醸「紀伊国屋文左衛門」黒 最高金賞 ６年連続

100%ピュアジュース きよみしぼり 最高金賞 ２回目 紀州梅酒 紅南高 金賞 ２年連続

100%ピュアジュース みかんしぼり 最高金賞 ９年連続 9 （株）南紀白浜富田の水  南紀白浜富田の水（１．３Ｌ） 最高金賞 １６年連続

100%ピュアジュース 不知火しぼり 最高金賞 ２回目 梅黒酢 最高金賞 ５年連続

ピュアフルーツ寒天ジュレ みかん 銀賞 ２年連続 那智黒米寿 最高金賞 １１年連続

ごまとうふ '開創' 金賞 ２年連続 クラッチュ 銅賞 初受賞

ごまとうふ 金賞 １１年連続 本竹皮包み羊羹 本練 金賞 １０年連続

デザート '梅の夢' 150g 金賞 ２年連続 12 湯浅醤油（有） 湯浅醤油 生一本黒豆 最高金賞 １２年連続

デザート '梅の夢' 最高金賞 １０年連続

6 サカイキャニング（株） 霊峰高野山 '大師の水' 最高金賞 １１年連続

7 田端酒造（株） 羅生門 龍寿 純米大吟醸 最高金賞 ２９年連続

ナチュラルミネラルウォーター 美

人湧泉（びじんゆうせん） (500ｍl)
金賞 ６年連続

ナチュラルミネラルウォーター 美

人湧泉（びじんゆうせん） Royal

(500ｍl)

金賞 ５年連続

4 （株）角濱ごまとうふ総本舗 11 （有）紅葉屋本舗

5 （株）紅梅園

13 山本進重郎商店

8 中野ＢＣ（株）

3 (株)伊藤農園

10 (名)丸正酢醸造元
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●ジェトロ和歌山貿易情報センターが県庁内にオープン                      

 
ジェトロ和歌山貿易情報セ

ンターが、いよいよ１０月１６

日に和歌山県庁東別館にオー

プンしました。 

これにより、海外展開に関心

のある事業者は、貿易・投資相

談や海外展示会出展などに関する一貫した支援を県庁で活用できるようになります。 

海外勤務が豊富な柴田哲男所長（前ジェトロ・ビエンチャン事務所所長）ほか５名のス

タッフが、県内事業者の相談に対応します。 

県では、ジェトロ和歌山貿易情報センターと連携して、県内企業の方々の海外展開や県

産品の販路開拓を一層支援していきます。 

 
●「旧和歌山県会議事堂」重要文化財指定記念講演を開催しました         

 

７月３１日に和歌山県議会の旧議事堂が国の重要文化財

に指定されたことを記念して、９月１１日、重要文化財と

なった旧県議会議事堂を会場として、記念講演を開催しま

した。 
「旧和歌山県会議事堂」は、明治３１年に建設され、国

内で唯一現存する和風意匠の県会議事堂です。このたびの

講演は、「旧和歌山県会議事堂」の価値と意義を多くの方に知ってもらおうと企画したも

ので、国立文化財機構東京文化財研究所の亀井伸雄所長による記念講演と、地元岩出市の

いわでチェンバーアンサンブルの皆さんによる弦楽四

重奏が行われ、文化の香りたっぷりの講演となりまし

た。 

今後も魅力的な文化資産である「旧和歌山県会議事

堂」を多くの皆さんに知ってもらうよう取り組むとと

もに、皆さんに使っていただきながら、保存、保全し

ていきたいと考えています。 

 

●紀伊風土記の丘で「道が織りなす旅と文化」特別展を開催中                       

 
県立紀伊風土記の丘では、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」追加登録を記念して、

特別展「道が織りなす旅と文化」を１１月２６日（日）まで開催しています。 

亀井所長による記念講演 

いわでチェンバーアンサンブルの皆さん 

受付の様子 ライブラリーの様子 
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西国三十三所草創１３００年を来年に控え、今回の特別

展は、「道」をテーマとして、青岸渡寺をはじめとする西

国三十三所巡礼や熊野信仰にまつわる文物を展示していま

す。 

西国三十三所を１１年かけて３３回巡る三十三度行者が

背負っていた簡易仏壇のような「御背板（おせた）」や、

道成寺縁起に登場する清姫の「鬼神之角（きじんのつの）」

などをご覧いただけます。この他様々な展示物により、

寺社をつなぐ街道を通って全国へ展開した宗教者の広が

りや参詣者の変化について学んでいただける催しとなっ

ています。 

また、特別展の期間中、１０月２１日、２８日、１１

月４日、１１日には記念講演会を開催します。 

文化の秋、いにしえの行者たちの足跡を紀伊風土記の

丘でご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「鬼神之角」（道成寺蔵） 

「御背板」（画像：太子町教育委員会提供） 
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●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」、「南紀熊野ジオ

パークの推進」など御指定いただいた９つ

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 」

（http://www.furusato-tax.jp/）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。 

また、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 41 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。 

インターネット限定で、２万円以上の御

寄附をいただいた方には、41 品目又は特

別メニューとして、和歌山特産の果物や熊

野牛から１品をお選びいただけます。果物

は期間限定となっており、現在は、「木熟

みかん」又は「苺（毬姫様）」をお選びい

ただけるようになっていますので、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。 

 

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。 

 

 

 

 

 

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 31,000円 300万円 4,000円

400万円 46,000円 400万円 17,000円

500万円 67,000円 500万円 33,000円

600万円 84,000円 600万円 53,000円

700万円 118,000円 700万円 75,000円

800万円 141,000円 800万円 109,000円

900万円 164,000円 900万円 132,000円

1,000万円 188,000円 1,000万円 157,000円

1,500万円 394,000円 1,500万円 355,000円

2,000万円 572,000円 2,000万円 532,000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

目安は右表のとおりです。

【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

○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
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お礼の品一覧 

１品お選びいただけます！ 
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－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－ 
★お問い合わせ・申込窓口★         ☆お問い合わせ窓口☆ 
〒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 西岡、嶋村、岡田            和歌山県東京事務所 
電話 073-441-2186(直通)            担当 宮脇 
FAX  073-423-1192               電話 03-5212-9057 

E-mail: furusato-ouen@pref.wakayama.lg.jp    FAX  03-5212-9059 
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 イベント情報(１０月中旬～１１月上旬) 

 

期間 行事名 場所 問い合わせ先 

10 月中旬 えびすのお渡り 九度山町・古沢厳島神社 古沢厳島神社総代代表 

0736-54-2723 

10 月中旬 須佐神社の千田祭り 有田市・須佐神社 須佐神社 

0737-83-1095 

10 月中旬 稲むらの火祭り 広川町・役場前 稲むらの火祭り実行委

員会 0737-63-6283 

10 月中旬 
熊野速玉大社例大祭、 
御船祭、神馬渡御式 新宮市・熊野速玉大社  

熊野速玉大社 

0735-22-2533 

10 月中旬 木ノ本の獅子舞 和歌山市・木本八幡宮  
木本八幡宮 

073-451-5915 

10 月中旬 イセエビの味覚祭り すさみ町・すさみ町観光 
協会加盟宿泊施設  

すさみ町観光協会 

0739-34-3200 

10 月中旬 熊野三所神社例大祭 白浜町・熊野三所神社  
熊野三所神社 

0739-43-0558 

10 月中旬 鹿島神社の秋祭り みなべ町・鹿島神社  
みなべ観光協会 

0739-72-4949 

10 月下旬 
和歌浦ベイマラソン 

with ジャズ 
和歌山市・  

和歌山マリーナシティ  

和歌浦ﾍﾞｲﾏﾗｿﾝ with ｼﾞｬ

ｽﾞ実行委員会 

073-435-1364 

10 月下旬 吉田祭、宮子姫顕彰祭 御坊市・吉田八幡神社  
吉田八幡神社 

0738-53-0630 

10 月下旬 あげいん熊野詣 那智勝浦町・那智山  
那智勝浦町観光協会 

0735-52-5311 

10 月下旬 青州まつり 紀の川市・青州の里  
紀の川市商工観光課 

0736-77-2511 

11 月上旬 那智七福大黒天祭 那智勝浦町・  
那智山青岸渡寺  

那智山青岸渡寺 

0735-55-0404 

11 月上旬 加太の紅葉鯛祭り 和歌山市・  
加太おさかな倉庫  

加太観光協会 

073-459-0003 

11 月上旬 紀州漆器まつり 海南市・黒江川端通り  
紀州漆器まつり実行委

員会 073-482-0322 

11 月上旬 野中の獅子舞 田辺市・中辺路町  
中辺路町観光協会 

0739-64-1470 

11 月上旬 上野の獅子舞 田辺市・下川の春日大社 
ふるさと富里まつり実行

委員会  0736-64-1470 

11 月上旬 熊野古道絵巻行列 田辺市・中辺路町高原  
中辺路町観光協会 

0739-64-1470 

11 月上旬 芳養八幡神社秋祭 田辺市・芳養八幡神社  
田辺観光協会 

0739-26-9929 

11 月上旬 
住吉踊 

（長野八幡神社例祭） 田辺市・長野八幡神社  
田辺観光協会 

0739-26-9929 
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                            ふるさと歳時記  

 
自然・風物情報(１０月下旬～１１月下旬) 

 

時期 自然・風物名 場所 問い合わせ先 

10 月下旬 ユズ初しぼり 古座川町・平井 
古座川ゆず平井の里 

0735-77-0123 

11 月上旬 富有柿の収穫 かつらぎ町 
JA 紀北かわかみ 

0736-42-5361 

11 月上旬 有田みかん出荷始まる 有田市・JA ありだ 
JA ありだ 

0737-53-2311 

11 月上旬 アサマリンドウ咲く みなべ町・清川天宝神社 
みなべ町清川公民館 

0739-76-2250 

11 月上旬 橋杭岩ライトアップ 串本町・橋杭 串本町産業課 

0735-62-0557 

11 月上旬 ジャバラ収穫始まる 北山村 北山村観光協会 

0735-49-2119 

11 月上旬 和歌山城のこも巻き 和歌山市・和歌山城公園 和歌山城整備企画課 

073-435-1044 

11 月上旬 四季桜 満開 白浜町・湯崎 白浜町観光協会 

0739-43-5511 

11 月上旬 
ジャンボクリスマスツリー

お目見え 和歌山市・マリーナシティ マリーナシティ 

0570-064-358 

11 月中旬 串柿づくり最盛期 かつらぎ町・四郷地区 
かつらぎ町観光協会 

0736-22-0300 

11 月中旬 
白良浜防砂ネットで 

冬支度 白浜町・白良浜海水浴場 白浜観光協会

0739-43-5511 

11 月中旬 布引だいこん出荷最盛期 和歌山市布引 海草振興局農業水産振

興課 073-441-3380 

11 月下旬 福定の大銀杏色づく 田辺市・中辺路町 
中辺路観光協会 

0739-64-1470 

11 月下旬 子授け大銀杏色づく 古座川町・光泉寺 古座川町産業建設課 

0735-72-0180 

11 月下旬 紅葉見ごろ 県内各所 

和歌山市・紅葉渓庭園 和歌山市城整備企画課 

073-435-1044 

田辺市・奇絶峡 田辺市観光協会 

0739-26-9929 

新宮市・瀞峡 熊野交通（株） 

0735-22-6220 
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～編集後記～ 

 

１０月に入りすっかり秋めいて参りました。今月号の表紙は、秋の静まった空気に紅

葉が映える高野山金剛峯寺の様子をお届けしました。 

先日、９月９日から３週にわたり、ＮＨＫ「ブラタモリ」で高野山の特集が放送され

ました。全国の皆さんに「空海テーマパーク」とも言える高野山の秘められた魅力が十

分に伝わったと思います。これからもたくさんの人に日本仏教の聖地を訪れていただき

たいものです。 

 

それではまず、スポーツの話題から。 

９月末から今月１０日まで愛媛県で開催されていた「えひめ国体」で、少年女子フェ

ンシングが４連覇、成年女子なぎなたが３連覇を果たすなど、和歌山県勢が８競技で優

勝という健闘ぶりでした。天皇杯（男女総合成績）は 26 位、皇后杯（女子総合成績）は

28 位という結果となりました。 

選手の皆さん、これからも様々な大会でのご活躍を期待しています。 

県では、ねんりんピック（平成３１年開催）、ワールドマスターズゲームズの開催など

を通して、年齢を問わず誰もがスポーツに触れ合える機会をつくろうと取組を進めてい

ます。選手の皆さんだけでなく、私たちも日頃からスポーツで汗を流し、健康な日々を

過ごしましょう。 

 

次に、去る１０月１１日、平成２９年度世界かんがい施設遺産に「小田井（おだい）

用水路」が登録されることが決定しました。 

用水路の工事を手がけた大畑才蔵や井沢弥惣兵衛も紹介しながら、遺産登録について

来月号で詳しくお知らせしたいと思います。 

 

最後に、今月号でも掲載していますが、今年は、陸奥宗光の没後１２０年となります。

宗光は、小説や漫画では、坂本龍馬や勝海舟らに比べ扱いが小さい気がします。しかし、

その果たした功績は、幕末の偉人達を凌駕しています。そして宗光を支えた、妻・亮子

も大変素晴らしい人物でした。 

家族、友人、知人といった周りの人の支えがあってこそ、数多くの偉人達は歴史に名

を残す功績を打ち立てることができたのだと改めて感じました。 

 

読書の秋、和歌山が生んだ偉人の書籍を読みふけってみるのはいかがでしょうか。 

 

                        知事室秘書課長  南木 芳亮 
  

 

 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    http://www.pref.wakayama.lg.jp/   

ふるさと和歌山応援ｻｲﾄ httｐ://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/furusato/   
                   2017 年（平成 29 年）10 月 Nｏ.１１４ 
   *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。 


