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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２５９号

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

８月から「秋模様」が続いていますが、これからが「秋」の本番！
「秋」と言えば、食欲、行楽、読書、収穫、…と「楽しみ」盛り沢山♪
あれや、これやと「楽しいイベント･企画」が続きます。
メールマガジンで情報をゲットして、都内の「和歌山」を楽しみましょう！

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

　　　　　　　　　　　　  【ヘッドライン】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．秋の夜長は、ＴＶで「高野･熊野」を満喫！

（１）ＢＳ－ＴＢＳ　美しい日本に出会う旅
　　　９月１３日（水）２０時放送

（２）ＮＨＫ総合　ブラタモリ、和歌山県の高野山へ
　　①　高野山と空海～高野山は空海テーマパーク！？～
　　　　９月１６日（土）１９：３０～２０：１５

　　②　高野山の町～高野山はなぜ“山上の仏教都市に？”～
　　　　９月２３日（土）１９：３０～２０：１５

２．＜公開シンポジウム＋上映会＞
　　紀行映画「熊野路」と南方熊楠－新発見の南方熊楠映像資料をめぐって－

３．早稲田大学オープンカレッジ（早稲田大学・県観光連盟協力講座）
　　『希望（ゆめ）を紡ぐ－わかやま歴史物語－』

４．シンポジウム「グローバル社会の正義と文化多様性～捕鯨問題を
　　事例として～」

５．高野口パイルファブリック展１３th.

６．映画「ボクはボク、クジラはクジラで、泳いでいる」
　　出演者オーディション開催！！

７．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》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

８．「Swing赤坂」で 和歌山市ふるさと納税産品をゲット♪

９．「赤坂氷川神社例大祭」で 和歌山産品をゲット！

１０．「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!!!～
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１１．わかやま紀州館～みなべ下北沢ベース ミューム・梅ラボ～

１２．「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！ 

１３．東京（羽田）～南紀白浜便の機材大型化キャンペーンを実施中！

１４．「プレミア和歌山」インスタグラム投稿キャンペーン 実施中！

１５．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」

１６．「わかやま空き家バンク」ウェブサイト

１７．Facebook「わかやま就職・転職ナビ」

１８．Facebook、Instagram「プレミア和歌山」

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

　　　　　　　　　　　　　  【詳　　細】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．秋の夜長は、ＴＶで「高野･熊野」を満喫！

（１）ＢＳ－ＴＢＳ　美しい日本に出会う旅
　　　９月１３日（水）２０時放送

　　高橋一生が旅する伊勢･熊野、感動！日本最古の温泉と神宿る滝へ

　※詳しくはこちら
　　http://www.bs-tbs.co.jp/utsukushii/index.html#about

（２）ＮＨＫ総合　ブラタモリ、和歌山県の高野山へ

　　①　高野山と空海～高野山は空海テーマパーク！？～
　　　　９月１６日（土）１９：３０～２０：１５

　　②　高野山の町～高野山はなぜ“山上の仏教都市に？”～
　　　　９月２３日（土）１９：３０～２０：１５　　　

　※詳しくはこちら
　　http://www.nhk.or.jp/buratamori/

２．＜公開シンポジウム＋上映会＞
　　紀行映画「熊野路」と南方熊楠－新発見の南方熊楠映像資料をめぐって－

　平成２７年秋、ＮＨＫ和歌山放送局において、子爵・野村益三が
　昭和１０年に撮影した紀行映画「熊野路」の中に、南方熊楠の映像が
　残されていることが確認されました。
　映画「熊野路」を全篇上映（１５分）し、その内容を多角的に検討します。
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　日時：９月１５日（金）１７：００～１９：４５
　場所：青山学院大学 青山キャンパス１１号館３階・１１３５教室
　備考：定員１４０名（先着）

　※詳しくはこちら
　　http://minakatakumagusu.web.fc2.com/PDF/kumanoji_agu.pdf

３．早稲田大学オープンカレッジ（早稲田大学・県観光連盟協力講座）
　　『希望（ゆめ）を紡ぐ－わかやま歴史物語－』

　紀州・和歌山には、レジェンド（伝説）とレガシー（遺産）がある—。
　古より神々が宿る特別な領域とされた紀伊山地。
　その圧倒的な自然に人々が織りなした産物は時代とともに連綿と紡がれ、
　物語と舞台をつなぐ「わかやま歴史物語」として伝えられようとしています。
　それぞれのストーリーに寄せられた、希望や浪漫、真実の姿を探り、
　物語のある旅をお楽しみください。

　日程等：全５回・９月３０日～１０月２８日
　　　　　各土曜日１３：００～１４：３０、有料講座、定員１５０人
　場　所：早稲田大学 早稲田キャンパス（新宿区西新宿１－６－１）
　講　師：田中 光敏（映画監督等）ほか計５人
　申込先：早稲田大学エクステンションセンター
　　　　　TEL．０３－３２０８－２２４８

　※詳しくはこちら
　　https://www.wuext.waseda.jp/course/detail/41686/

４．シンポジウム「グローバル社会の正義と文化多様性～捕鯨問題を
　　事例として～」
　
　「捕鯨問題」を題材とした映画「おクジラさま－ふたつの正義の物語」が、
９月９日から全国公開されました。
　近年、マグロ類やウナギ類など、水産資源の持続可能性にグローバルな
関心が集まっています。水産資源の管理と利用には、化学的側面だけではなく、
文化的・政治的・倫理的課題も関わってきており、種々の意見が対立し、閉塞
状況にあります。
　反対・賛成の対立を超えて行くには、何が必要なのか？
　典型的な問題である「捕鯨問題」を題材とした映画の監督である佐々木芽生
（めぐみ）さんをお迎えし講演会を行うとともに、捕鯨問題に詳しい論者を招
聘し捕鯨問題解決の糸口を探るシンポジウムが開催されます。

　（映画について）
　　　監督が、６年の制作期間をかけ、半世紀以上続く「捕鯨論争」に新たな光を
　　当てた…。９月９日の渋谷ユーロスペースを皮切りに、全国で順次公開予定。
　　　※詳しくはこちら
　　　　　http://okujirasama.com/

　（シンポジウムについて）
　　日時：９月２７日（水）１５：１５～１８：５５
　　場所：一橋大学インテリジェントホール（国立西キャンパス）
　　備考：参加費無料、事前申込制
　　　※詳しくはこちら
　　　　　http://www.soc.hit-u.ac.jp/info/files/9_27_sympo.pdf
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５．高野口パイルファブリック展１３th.

　日本で唯一のパイルファブリック総合展示会は、今年で１３回目を
　迎えます。　是非、ご来場下さい。

　日時：９月２７日（水）１４：００～１９：００
　　　　９月２８日（木）１０：００～１９：００
　　　　９月２９日（金）１０：００～１７：００
　場所：ラフォーレミュージアム（ラフォーレ原宿６Ｆ）

　※お問い合わせは こちら
　　http://www.koyaguchi.com/

６．映画「ボクはボク、クジラはクジラで、泳いでいる」
　　出演者オーディション開催！！

　和歌山県太地町の「くじらの博物館」を舞台としたオール和歌山県ロケの
　映画（２０１８年夏公開予定）の撮影が１０月中旬から始まります。
　現在、出演者を募集していますので、映画に出演してみませんか？

　－募集配役－
　（１）高校生役男女（２名程度）
　（２）３０代くらいの男女（主婦、博物館のお客）（２名程度）
　（３）くじらショーの接客役の家族（主に子役）（２０名程度）

　⇒ 応募締切日：平成２９年９月２３日（土）【必着】

　※詳しくはこちら
　　http://www.pref.wakayama.lg.jp/chiji/press/290905/290905_3.pdf

７．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！

　和歌山県では、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、２プロジェクトを認定しました。

　○事　 業 　者：初桜酒造株式会社（かつらぎ町）
　　プロジェクト：40年超のビンテージ日本酒プロジェクト。
　　　　　　　　　S48 Showa Hatusakura

　　世界遺産「高野山」の麓で唯一日本酒を醸す酒蔵が、全国的にも珍しい
　　44年物の日本酒の古酒をリメイク。
　　年月とともに、濃厚、芳醇な味わいに！

　○事　 業 　者：有限会社家具のあづま（紀の川市）
　　プロジェクト：伝統工芸士が織りなす技。
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　　薄さ１ｍｍ・桐製ロックグラスで贅沢なひとときを。
　　桐箪笥の伝統工芸士が、伝統技法を守りながら、トレンドを意識し
　　意匠性を高めて製造。
　　撥水機能を兼ね備えるほか、桐本来の特性である抗菌作用や速乾性にも
　　優れています。

　※詳しくはこちら
　　http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060300/gyoumu/crowdfunding2.html

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

８．「Swing赤坂」で 和歌山市ふるさと納税産品をゲット♪

　ジャズの音色に赤坂の街が包まれる「Swing赤坂」。
　縁日エリアでは「和歌山市ふるさと納税産品」を販売します。
　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

９．「赤坂氷川神社例大祭」で 和歌山産品をゲット！

　吉宗公 所縁の赤坂氷川神社。例大祭当日は和歌山産品の販売を行います！
　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/

１０．「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!!!～

　東京駅前の「ＫＩＴＴＥ」で、関西１０府県・鉄道会社の魅力を発信！
　わかやま紀州館も出展します！　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。

１１．わかやま紀州館～みなべ下北沢ベース ミューム・梅ラボ～
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　日本一の梅の産地・みなべ町の 期間限定アンテナショップ！
　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：下北沢（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/

１２．「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！ 

　⇒ 今月の「プレミアムフライデー」は「９月２９日」！

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

１３．東京（羽田）～南紀白浜便の機材大型化キャンペーンを実施中！

　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
　ペーンを実施中！

　期間：平成２９年８月１日～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５千円分(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

１４．「プレミア和歌山」インスタグラム投稿キャンペーン 実施中！

　【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
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１５．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/

１６．「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

１７．Facebook「わかやま就職・転職ナビ」

　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/

１８．Facebook、Instagram「プレミア和歌山」

　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
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　　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】

　和歌山県東京事務所のメールマガジンは、平成１４年８月８日の創刊以来
　足かけ１５年、今回が第２５９号となりました。
　３週間に一度のペースで欠かさず配信…、まさに「継続は力なり」です。

　創刊当時の「メールマガジン」は最新の情報伝達手段の一つでした。
　（ちなみに、「ＩＴ革命」が「新語･流行語大賞」を受賞したのは、
　平成１２年。）

　十年一昔と言われますが、当時と いまの「ＩＴ環境（SNS）」の格差に、
　あらためて「時の流れ」を実感です(^_^)

　さて、１５年後は、どんな世界が広がっているんでしょうね。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２５９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、１０月４日（水）の予定です。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

（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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