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※このメールマガジンは、希望される方、名刺交換等により面識を得た方々
に配信しております。ご迷惑になる場合は、メールマガジン最終部分にアド
レスを記載しておりますので、その旨ご連絡ください。

和歌山県東京事務所メールマガジン
『TOKYO KEY STATION（東京紀伊ステーション）』第２５８号

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

８月も下旬になりました。
夏らしい空をもう少ししっかり味わいたい　なんて思うこの頃です。
それでは、『TOKYO KEY STATION』第２５８号をお届けします！

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

　　　　　　　　　　　　  【ヘッドライン】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．「プレミアムフライデーわかやま」特別企画　
　　　南紀白浜空港到着便の乗客にプレミア和歌山推奨品をプレゼント！
　　　【8月25日から開始】 

２．～祝・熊野本宮大社御創建2050年祈念～
　　　世界遺産「高野・熊野夢舞台」コンサート（9/16）開催！！
　　　【観覧応募は8月28日まで！】

３．「プレミア和歌山」インスタグラム投稿キャンペーン（9／1～）

４．ふるさと回帰フェア
 　　今年は9/10(日)に東京国際フォーラムで開催されます！

５．「和歌山市ふるさと納税産品」を赤坂界隈で販売！（9/14,15）

６．赤坂氷川神社例大祭にて紀州和歌山PR！（9/16,17）

７．「かんさい魅力物語」～　関西エリアの魅力、
　　　　　　電車に乗ってワクワクいっぱい!!!　～(9/22,23)

８．和歌山県クラウドファンディング活用支援対象プロジェクトを認定！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．「資生堂パーラー銀座本店サロン・ド・カフェ」に和歌山県紀の川市産
　　いちじくを使ったスペシャルパフェが登場！！ 

２．映画「おクジラさま」ふたつの正義の物語が公開されます！

３．東京（羽田）～南紀白浜便の機材大型化キャンペーンを実施！

４．「わかやま紀州館～みなべ下北沢ベース ミューム・梅ラボ～」OPEN！

５．NHK BSプレミアム「にっぽん縦断 こころ旅 2017秋」がエピソード募集中！

６．連続ラジオ小説「紀州のエジソンの女房」放送中！
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７．和歌山県の旅の思い出を全世界に発信しよう！

８．３月１９日「南方熊楠記念館」新館オープン

９.『高野・熊野』和歌山四参詣道“超”完全踏破証明書

10．平成２９年度和歌山県職員採用試験「総合案内」のお知らせ

11．わかやま暮らし相談窓口「わかやま定住サポートセンター」

12．「わかやま空き家バンク」ウェブサイト

13．Facebook「わかやま就職・転職ナビ」

14．Facebook、Instagram「プレミア和歌山」を開設

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

　　　　　　　　　　　　　  【詳　　細】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．「プレミアムフライデーわかやま」特別企画
　　ＪＡＬ（日本航空）×プレミア和歌山
　　　南紀白浜空港到着便の乗客にプレミア和歌山推奨品をプレゼント！ 

　（１）開催日程 　
　　 平成２９年８月２５日（金）以降のプレミアムフライデー（※１２月は除く）
　（２）実施場所
　　 南紀白浜空港ターミナルビル 到着ロビー付近
　（３）実施内容
　　 ①　羽田空港発のJAL最終到着便（羽田発16:30→白浜着17:45）の
　　　 乗客全員にプレミア和歌山推奨品を配布　　
　　 ②　ご当地ゆるキャラ等によるお出迎え

　　※詳しくはこちら
　　 http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/25761_0.pdf

２．～祝・熊野本宮大社御創建2050年祈念～
　　世界遺産「高野・熊野夢舞台」コンサート　開催決定！！

　　＜概要＞
　・日　時　平成２９年９月１６日（土）　１８時３０分開演　
　・会　場　熊野本宮大社　御本殿前
　・出演者　クミコ　（シャンソン歌手）
　　　　　
　＜観覧募集について＞
　　４００名様をご招待！（応募多数の場合は抽選）
　・応募期間
　　８月９日（水）正午から８月２８日（月）まで
　・応募方法
　　（１）はがき　＊８月２８日必着
　　　送付先・・・
　　〒640-8533（住所不要）テレビ和歌山内『夢舞台コンサート』係
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　　　記入事項・・
　　　①郵便番号　②住所　③氏名（ふりがな）　④年齢
　　　⑤電話番号　⑥入場希望人数（最大２名）
　　（２）専用ＷＥＢサイト
　　専用ＷＥＢサイト内の申込フォームからお申し込みください。
　　URL ： http://yumebutai-concert.jp/

　　※詳しくはこちら
　　 http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/kensei/shiryo.php?sid=25687

３．「プレミア和歌山」インスタグラム投稿キャンペーン
　　和歌山県優良県産品「プレミア和歌山」の魅力を広く紹介するため、
　「プレミア和歌山推奨品」の投稿を広く募集します。
　  グランプリ（１名）には１万円相当の「プレミア和歌山推奨品」をプレ
　ゼント！プレミアムフライデーわかやま賞もあります。

　【投稿キャンペーンの内容】
　（１）期間　　平成２９年９月１日（金）～１１月３０日（木）まで
　（２）賞品　　グランプリ：プレミア和歌山推奨品 １名（１万円相当）
　　　　　　　　準グランプリ：プレミア和歌山推奨品 １名（５千円相当）
　　　　　　　　プレミアムフライデーわかやま賞：
　　　　　　　　　　　　　　　プレミア和歌山推奨品 ３名（３千円相当）
　（３）応募方法
　　　①アカウント「@premier_wakayama」をフォロー
　　　②プレミア和歌山推奨品が写っている楽しい写真を撮影
　　　③ハッシュタグ「#プレミア和歌山」と「#nagomi_wakayama」を
　　　つけて投稿（投稿の際は、商品名も記載すること。）

　　※詳しくはこちら
     http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/25772_0.pdf

４．ふるさと回帰フェア（今年で13回目）
 　今年は９月１０日(日)に東京国際フォーラムで開催されます！
　 和歌山県からは４団体が出展予定です。
　 ぜひ、和歌山の移住キーパーソンたちに会いに来てください！

【日時】
　　平成２９年９月１０日（日）１０:００～１６:３０

【場所】
　　東京国際フォーラム・ホールE

【出展団体】
　　①和歌山市
　　②田辺市
 　 ③和歌山県ふるさと定住センター
　　④和歌山県

   ※詳しくはこちら
　　http://www.wakayamagurashi.jp/info/info.php?id=150
　

５．「和歌山市ふるさと納税産品」を赤坂界隈で販売！
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　　赤坂の街全体がイベント会場となるジャズを聴きながら縁日を
　楽しむハイブリットなイベント「Swing赤坂」が開催されます。
　　イベントの縁日エリアで、「和歌山市ふるさと納税産品」を
　販売致します。ふるさと納税の参考にどうぞ！

　日時：平成２９年９月１４日（木）、１５日（金）
　　　　　両日１８：００～２１：００
　場所：赤坂Bizタワー付近、赤坂一ツ木通り付近
　メニュー：炭火焼物、乾き物、ミックスナッツ、生ビール、日本酒　

   ※詳しくはこちら
    http://www.hitotsugi.jp/event.html

６．赤坂氷川神社例大祭にて紀州和歌山PR！

　　徳川吉宗公 所縁の赤坂氷川神社。
　　御輿、山車、神楽、縁日、赤坂名店街。
　　和歌山産品の販売も行います！
　　９月中頃の赤坂界隈は氷川祭で一色。
　　是非お越しください。

　日時：平成２９年９月１６日（土）、１７日（日）
　　　　　両日１５：００～２１：００
　場所：赤坂氷川神社境内（東京都港区赤坂6-10-12）
　 
　※参考http://www.akasakahikawa.or.jp/

７．「かんさい魅力物語」～　関西エリアの魅力、
　　　　　　　　　　　　　　　電車に乗ってワクワクいっぱい!!!　～
 　関西１０府県、関西の鉄道会社を中心に東京駅前の商業施設
「ＫＩＴＴＥ」で魅力発信イベントを実施します！
　わかやま紀州館も物産販売、観光ＰＲで出展します！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是非お立ち寄りください☆

 日　時　　平成２９年９月２２日（金）、２３日（土）　１１：００～
 場　所　　ＪＰタワーＫＩＴＴＥ１階「アトリウム」
　　　　　　　　　　　　　　　　（千代田区丸の内2-7-2）
 商　品　　梅干し、ジュース、お菓子　など
 　　　　　目玉商品　　旬の温州みかん、柿（数量限定）
 　　　　　※商品は予定で変更になる場合があります。ご了承ください。

８．和歌山県クラウドファンディング活用支援対象プロジェクトを認定！
　　県では、新たな資金調達の手段として注目されている「クラウド
　ファンディング」を活用して、創業や新事業展開をめざす事業者を支援
　しています。
　　県内金融機関や支援機関と連携しながら、実現に向けた支援を行うほか、
　事業計画を県支援プロジェクトとして認定し、広く発信するとともに、
　その後の事業展開を支援します。
　　今回、１プロジェクトを認定しましたので、お知らせします。
 
　　○事　 業 　者：紀の誉食品株式会社（すさみ町）
　　 プロジェクト：和歌山産紀州南高梅と中野物産「都こんぶ」との
　　　　　　　　　 コラボ商品【こんぶ梅】
     北海道産昆布エキスがたっぷり詰まった「昆布酢」を使用することで、
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     昆布の旨味と風味が梅干しの酸味とマッチした上品な味に！

   ※詳しくはこちら
　　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/25737_0.pdf

　
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．「資生堂パーラー銀座本店サロン・ド・カフェ」に和歌山県紀の川市産
　　いちじくを使ったスペシャルパフェが登場！！ 
 
　昨年も好評を博した「紀の川市産いちじく」を使った高級パフェが今年も
　銀座の資生堂パーラーに登場します。　

　場　　所：資生堂パーラー 銀座本店 （サロン・ド・カフェ）
　　　　　　東京都中央区銀座８－８－３ 東京銀座資生堂ビル３階
　メニュー：「和歌山県 紀の川市産 いちじくのパフェ」　２，１６０円
　期　　間：８月３１日（木）まで
　　
　　※詳しくはこちら
　　　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/25677_0.pdf

２．映画「おクジラさま」ふたつの正義の物語が公開されます！　

　紀伊半島南端に近い、和歌山県太地町。追い込み漁を糾弾した映画
　『ザ・コーヴ』がアカデミー賞を受賞して以来、この小さな漁師町は
　世界的論争に巻き込まれた。「くじらの町」として400年の歴史を持つ
　「誇り」は、シーシェパードを中心とした世界中の活動家たちから
　集中非難の的となる・・・
　佐々木芽生（めぐみ）監督が、６年の制作期間をかけて、半世紀以上続く
　「捕鯨論争」に新たな光を当てます。９月９日より渋谷ユーロスペースにて、
　ほか全国でも順次公開。是非ご覧ください。
　
　※詳しくはこちら
　　http://okujirasama.com/
　

３．東京（羽田）～南紀白浜便の機材大型化キャンペーンを実施！

　８月１日から、羽田～南紀白浜空港を結ぶ便の機材が大型化されました。
　これを記念し、往復航空券や和歌山の名産品が抽選で毎月当たるキャン
　ペーンを実施します。

　　期　間：平成２９年８月１日～平成２９年１２月３１日
　　対　象：期間中に南紀白浜⇔東京（羽田）便を利用した方
　　賞　品：Ａ賞：南紀白浜⇔東京（羽田）往復航空券 毎月２名
　　　　　　Ｂ賞：プレミア和歌山詰合せ5000 円分(送料込) 毎月４名
　　応募方法：今後、空港等で配布を予定しているチラシ（ハガキ付）の郵送、
　　　　　　　空港設置の応募箱への投函

　　※詳しくはこちら
　　　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/25536_0.pdf
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４．「わかやま紀州館～みなべ下北沢ベース ミューム・梅ラボ～」OPEN！

　みなべ町商工会が下北沢（世田谷区）に、アンテナショップをオープン。
　みなべ町・日高地域の商品や梅酒、スイーツコーナーなどがあり、町内の
　梅事業者を中心に４７事業者の約１３０品目を取り扱っています。

　期 間：平成２９年６月２４日（土）～平成３０年２月２８日（水）
　場 所：東京都世田谷区北沢２丁目３４－１２
　　　　 小田急小田原線、京王井の頭線「下北沢駅」北口から徒歩３分

　　※詳しくはこちら
　　　https://www.umelabo.tokyo/

５．NHK BSプレミアム「にっぽん縦断 こころ旅 2017秋」がエピソード募集中！

　俳優 火野 正平さんが、自転車で和歌山を旅します。“2017秋”は、信州長野
　をスタートし、秋を満喫しながら和歌山へ！
　旅の手がかりは、番組へ寄せられるお手紙です。和歌山県内のこころに残る
　「何気ない風景」「思い出の風景」「忘れられない風景」「みんなに伝えた
　い風景」「音の記憶と重なる情景」。お手紙を出して、思い出の場所を全国
　に紹介しませんか？

　募集期間：９月１１日（月）必着
　和歌山県の放送予定：１０月１６日（月）～１０月２０日（金）
　
　※投稿方法、放送時間等詳細はこちら
　　http//nhk.jp/kokorotabi

６．連続ラジオ小説「紀州のエジソンの女房」放送中！

  ＷＢＳ和歌山放送にて連続ラジオ小説「紀州のエジソンの女房
　～島精機を支えた肝っ玉母さん・島和代物語～」が放送中です。

  ５月８日(月)から約３ヶ月間、毎週月曜～金曜日１６時～１６時１０分の間、
　放送中です。radikoプレミアム（月額有料）を登録されていると首都圏でも
　視聴できます。

 ※詳しくはこちら
　 http://www.forte-wajima.com/8347

７．和歌山県の旅の思い出を全世界に発信しよう！

　インスタグラムを活用し、和歌山県の魅力を発信しています。
　県内の観光地の魅力を広く紹介するため、インスタグラムでの写真投稿を
　募集しています。
　インスタグラムで「＃nagomi_wakayama_tourism」をつけて検索すれば、
　すべての写真がご覧いただけます。

　※詳しくはこちら
　　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/25038_0.pdf

８．３月１９日「南方熊楠記念館」新館オープン
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　今年は、博物学・民俗学の巨星・南方熊楠の生誕１５０周年！
　平成２７年１１月から新館の建設のため閉館していた「南方熊楠記念館」
　新館が遂にオープン！　

　※詳しくはこちら
　　http://www.minakatakumagusu-kinenkan.jp/

　なお、今回の「南方熊楠記念館」新館整備のため、全国の熊楠ファンから
　ご寄附を頂戴しました。ありがとうございました。

９．『高野・熊野』和歌山四参詣道“超”完全踏破証明書

　昨秋の世界遺産の追加登録を受けて、高野七口・熊野古道の『押印帳』等
　をリニューアルしました。
　この機会に、４つの押印帳（高野七口・紀伊路・中辺路・大辺路）の全て
　のスタンプを集め、踏破証明書をゲットしませんか！？

　※詳しくはこちら
　　https://www.wakayama-kanko.or.jp/information/2017/02/28/2323/

10．平成２９年度和歌山県職員採用試験「総合案内」のお知らせ

　東京事務所で平成２９年度和歌山県職員採用試験「総合案内」を配布して
　います。

　※Ⅲ種試験（高校卒業程度）、資格免許職試験（Ⅲ種と同日実施分）
　　の受付中です。

　※詳しくはこちら
　　http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/210100/documents/annai-29sougou.pdf

11．わかやま暮らし相談窓口「わかやま定住サポートセンター」

　ＮＰＯふるさと回帰支援センター内（有楽町　東京交通会館８階）に
　開設しています。
　移住をご検討中の方々に、ぜひ、ご案内下さい！

　※詳細はこちら
　   http://www.furusatokaiki.net/about/floor/wakayama_support/

12．「わかやま空き家バンク」ウェブサイト

　和歌山県への移住・定住のための情報ツールとして、「わかやま空き家
　バンク」ウェブサイトを開設しています。ぜひ、ご活用下さい！

　※詳細はこちら
     http://www.wakayamagurashi.jp/sumai/index.html

13．Facebook「わかやま就職・転職ナビ」
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　和歌山へのＵＩターン転職に関心を持っていただくため、県内企業の
　中途採用情報や合同企業説明会等の就職情報を発信するFacebookを
　開設しています。

　※「わかやま就職・転職ナビ」公式アカウント
　　https://www.facebook.com/wakayama.syusyokunabi/

14．Facebook、Instagram「プレミア和歌山」を開設

　プレミア和歌山認定商品の情報、事業者情報、生産品などの出荷情報、販売
　場所情報等を発信しています。

　　○プレミア和歌山Facebook公式アカウント
　　　https://www.facebook.com/プレミア-和歌山-1769818676662913/
　　○プレミア和歌山Instagram公式アカウント
　　　https://www.instagram.com/premier_wakayama/

　
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

【アクセスしてください】
　■和歌山県メールマガジン・SNSリンク集（各種メルマガの登録はこちらから）
　　http://www.pref.wakayama.lg.jp/link/sns.html
　■わかやま紀州館ホームページ（是非お立ち寄り下さい）
　　http://www.kishukan.com/
　■産地直送の豊富な品揃え！「ふるさと和歌山わいわい市場」
　　http://store.shopping.yahoo.co.jp/waiwai071700/
　■和歌山の優れた産品が一杯「プレミア和歌山」
　　http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/061000/premierwakayama/　
　■熊野健康村ホームページ
　　http://www.kumano-de-kenko.com/
　■和歌山の魅力が満載　和歌山県総合情報誌「和-nagomi-」web
　　http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/nagomi/
　■『ほっと！和歌山県』　～和歌山県広報リレーブログ～
　　　「癒しの聖地」、「食の宝庫」、「近畿の宝石箱」、和歌山県の
　　　ホットな情報をいち早くお伝えします。
　　http://wakayamapr.ikora.tv/
　■イベントカレンダーin東京（首都圏での和歌山関連イベント情報発信中）
　　http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/tokyo/event/

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

【編集後記】

　夏休みも終盤。子ども達の宿題は大丈夫でしょうか。
　忘れていた大物なんかが現れると親も冷や汗ですね。^^;
　まだまだエアコンを使う日々が続きますので体調管理には十分ご注意
なさって下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２５８号 　編集長　

　最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
　次回送信は、９月１３日（水）の予定です。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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（注）ご迷惑になる場合は、配信しないようにいたしますので、お手数ですが、
　　　下記までご連絡をお願いいたします。
　　　定期送信は、3週間に1回です。
　　　
　　　Email: e0006011@pref.wakayama.lg.jp

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
　和歌山県東京事務所　メールマガジン編集部
　　住　所　東京都千代田区平河町2-6-3
　　電　話　03-5212-9057 ＦＡＸ　03-5212-9059
　　メール　e0006011@pref.wakayama.lg.jp
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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