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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２６１号

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

先日、東京都心の最低気温が9.9度を観測し、10月中旬に10度を下回るのは、
実に31年ぶりだそうです。季節の変わり目ですので、体調を気遣いながらお
過ごし下さい。
それでは、『TOKYO KEY STATION』第２６１号をお届けします！

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

　　　　　　　　　　　　  【ヘッドライン】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．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！

２．「小田井用水路」が世界かんがい施設遺産への登録決定！

３．映画「ボクはボク、クジラはクジラで、泳いでいる」メインキャスト決定！

４．ヤフー・ショッピング「ふるさと和歌山わいわい市場」で柿を特集！！

５．全国交流物産展in新橋に和歌山市＆みなべ町が参加！

６．OFF TOKYO MEETUP2017
　　＼東京にこだわらない働き方”を体感するイベント／

７．第６１回和歌山県奨学会東京学生寮 寮祭開催！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

８．「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！ 

９．MeetUp 和歌山#2 地方暮らしの道しるべ～移住のおサイフ事情編～

１０．南国酒家主要店舗で「おいしいもの和歌山」開催！ ！ ！

１１．平成29年度和歌山県立自然博物館学芸員採用試験案内

１２．熊野那智大社御創建1700年・那智山青岸渡寺西国三十三箇所草創1300年
　　　記念シンポジウム『熊野那智信仰の真髄』

１３．第3回古代歴史文化協議会講演会「古墳時代の玉飾りの世界」

１４．「みなべ・田辺の梅システム」世界農業遺産フォーラムin東京
　      ～伝統農法が育む「紀州の梅」でもっと元気～
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１５．「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！

１６．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！

１７．わかやま紀州館～みなべ下北沢ベース ミューム・梅ラボ～

１８．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」

１９．Facebook、Instagram「プレミア和歌山」

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

　　　　　　　　　　　　　  【詳　　細】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．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：株式会社エムアファブリー（新宮市）
　プロジェクト：ジンに合う。香りを愉しむ大人のボタニカル
                チョコレート「４８９６」
  世界遺産「熊野の森」から丁寧な手作業で抽出された「天然の香り
  （エッセンシャルオイル）」を使用した「香りを楽しむ」ための大
  人のチョコレート。こだわりの香りのチョコに、こだわりの香りの
  ジンを合わせることで、「香り」の相乗効果が楽しめます！
　　※詳しくはこちら
　　　http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060300/gyoumu/crowdfunding2.html

２．「小田井用水路」が世界かんがい施設遺産への登録決定！

　小田井土地改良区が国内委員会の推薦により国際かんがい排水委員会（ICID)に
　申請していました「小田井用水路」が、この度、メキシコで開催されていたICID
　国際執行理事会において、世界かんがい施設遺産への登録が決定しました。

　　※詳しくはこちら
　　　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/26053_0.pdf　　

３．映画「ボクはボク、クジラはクジラで、泳いでいる」メインキャスト決定！

　オール和歌山ロケで撮影され、太地町の「くじら博物館」を舞台に、飼育員たちの
　夢と希望を描く青春映画『ボクはボク、クジラはクジラで、泳いでいる』のメイン
　キャストが決定しました。（2018年秋公開予定！）

　　※詳しくはこちら
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　　　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/26061_1.pdf

４．ヤフー・ショッピング「ふるさと和歌山わいわい市場」で柿を特集！！

　和歌山県産品のお取り寄せサイトのヤフー・ショッピング「ふるさと和歌山わいわい市
場」
　で、平成２９年１０月１７日～１１月３０日まで柿の特集を行います。
　今回、産地の特徴である昼夜の温度差が大きいという気候を生かして、大切に育てられ
た
　甘くて色付きの良い高品質の柿が紹介されています。青果の柿はもちろん、あんぽ柿や
柿酢
　などの加工食品も取り扱われています。この機会をぜひお見逃しなくお買い求め下さ
い！
　
　　※詳しくはこちら
　　　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/26064_0.pdf

５．全国交流物産展in新橋に和歌山市＆みなべ町が参加！
　
　港区が区内商店街と全国自治体との交流の促進やきっかけづくりの一環として、
　平成21年度から毎年開催されている「全国交流物産展」に、和歌山市とみなべ町
　が参加しますので、ぜひお立ち寄りください。

　［日時］平成29年10月26日（木）・27日（金）午前11時～午後8時
　［場所］新橋SL広場（JR新橋駅・日比谷口）
　　　　　港区立桜田公園（港区新橋３－１６－１５）

　　※詳しくはこちら
　　　http://collabo.tokyo-23city.or.jp/renkei/minato_kouryubussan_2017.html

６．OFF TOKYO MEETUP2017
　　＼東京にこだわらない働き方”を体感するイベント／

　11/11(土)に東京タワー直結のSTAR RISE TOWER で開催される
　「OFF TOKYO MEETUP 2017」に、和歌山県と白浜にサテライトオフィスを
　かまえるセールスフォースドットコムが出展します。
　全国のIT企業＆IT先進エリアが一挙に集まり、各エリアや各企業での働き方を
　体感してもらうイベントです。
　暮らしたい場所で、東京に負けないキャリアを実現する…！
　新たなライフスタイルの可能性を探りに、ぜひお越しください。

　［日時］　2017/11/11(土) 12:00-18:00 
　［場所］　STAR RISE TOWER 5F「Studio Earth」
　　　　　　※東京タワー直結（東京都港区芝公園4-4-7）
　［主催］　TEAM OFF TOKYO
　　　　　　（シビレ株式会社、8infinity株式会社、株式会社am.など）
　［出展企業］　セールスフォースドットコムやヤフーなど地方拠点のある企業10数社
　［出展自治体］　和歌山県、宮崎県、島根県、徳島県などIT先進エリアの１０自治体
　［定員］　500名（参加費無料） 
　［参加対象者］　東京以外の働き方に興味がある/地方で働くことに関心があるエンジ
　　　　　　　　　ニア、デザイナー、ディレクターなど
　［申し込み］ 主催者の㈱シビレのホームページからエントリーをお願いします。 
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　　※詳しくはこちら
　　　https://www.sibire.co.jp/offtokyomeetup2017

７．第６１回和歌山県奨学会東京学生寮 寮祭開催！
　
　今年で６１回目を迎える和歌山県学生寮の一大イベントの寮祭。
　近年は学生寮ＯＢの生産者から直接取り寄せた、みかん、柿、南高梅、鯛、
　しらす等の和歌山県特産品の即売会を中心に開催されています。
　毎年特に人気の「有田みかん」と「鯛」の販売については、当日１０時～１１時
　に整理券の配布を行う予定ですのでご注意下さい。
　また、今回は特別企画として、和歌山県ＰＲキャラクターの「きいちゃん」の
　来場も予定されています。
　皆様、お誘い合わせのうえご来場下さい。

　［日時］平成２９年１１月１９日（日）１２時～１５時頃（雨天決行）
　［場所］和歌山県学生寮
　　　　　（東京都調布市佐須町3-16-2）

　　※詳しくはこちら
　　　http://www.wakayamaryo.net/festival/

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

８．「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「１０月２７日」！

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

９．MeetUp 和歌山#2 地方暮らしの道しるべ～移住のおサイフ事情編～

　移住にはどれくらいの経費がかかる？移住前後の収入・支出の変化は？
  首都圏から和歌山県　古座川町に移住したゲストが、移住生活の”おサイフ事情”
  のリアルをお話します。

　［日 時］ 2017 年10 月29 日（日） 16:30～19:30
　［会 場］ ふるさと回帰支援センター セミナールームＡ（東京交通会館8 階）
　　
　　※詳しくはこちら http://www.wakayamagurashi.jp/info/info.php?id=164

１０．南国酒家主要店舗で「おいしいもの和歌山」開催！ ！ ！

　東京中心に全国に２７店舗を展開する中国料理「南国酒家」の主要店舗で
　「おいしいもの和歌山」とした和歌山フェアが開催されることとなりました。
　和歌山自慢のお肉、お魚、野菜、果物、調味料など様々な食材が中華料理に
　生まれ変わります。

　［期 間］ 2017 年10 月31 日（火）まで
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　　※詳しくはこちら http://www.kishukan.com/news/2017-09-13-2351/

１１．平成29年度和歌山県立自然博物館学芸員採用試験案内

　和歌山県立自然博物館では下記の通り学芸員の採用試験を行います。
  受験を希望される方は、試験案内を熟読のうえお申し込みください。
  
   ■試験区分　鳥類・ほ乳類　1名程度　
   　　　　　　淡水魚類・淡水生物　１名程度
   ■受付期間　平成29年10月15日（日）～平成29年11月5日（日）　消印有効
   ■採用予定　平成30年4月

  　 ※詳しくはこちら http://www.shizenhaku.wakayama-c.ed.jp/17saiyo.html

１２．熊野那智大社御創建1700年・那智山青岸渡寺西国三十三箇所草創1300年
　　記念シンポジウム『熊野那智信仰の真髄』

　神々が宿り、人々の救済と再生を約束した熊野―世界遺産でもある日本一の
　那智の滝を中心とした那智山信仰の歴史と文化を再考しその精神性の根底を
　探ります。
　第１部は熊野那智大社の男成宮司と高木那智山青岸渡寺副住職をお迎えする、
　ゲスト講演「那智を語る」と薗田秩父神宮宮司による基調講演「神と仏と熊
　野の魅力」。
　第2部は絵解き実演「那智参詣曼荼羅」とパネルディスカッションとなります。

　［日 時］ 2017 年11 月11 日（土） 開場12：30 開演 13:00
　［場 所］ 明治大学 お茶の水キャンパスリバティタワー1 階1012 教室
　［定 員］ 250 名（無料、事前申込） 10 月20 日〆切
　［申込方法］ ハガキ、FAX、E-mail のいずれかで、氏名・住所・電話番号を次
　　　　　　 　の申込先まで
　［申込先］国際熊野学会 熊野事務局
　　　　　  〒647-8555 和歌山県新宮市春日１－１（新宮市文化振興課内）
　　　　 　 FAX：0735－23－3370 E-mail：bunka@city.shingu.lg.jp

１３．第3回古代歴史文化協議会講演会「古墳時代の玉飾りの世界」

　平成26年度から古墳時代の「玉」を通じて日本の古代史への興味を深めてい
　ただけるよう講演会が開催されてきました。第３回となる今回は、「古墳時代
　の玉類」をテーマにした最後の会となり、古墳時代の玉の装い、流通、信仰に
　ついて考えていきます。

　［日 時］ 2017 年11 月18 日（土） 13:00～17:00（開場12：00）
　［会 場］ よみうり大手町ホール 
　　
　　※詳しくはこちら http://kodairekibunkyo.jp/news_list/1798.html

１４．「みなべ・田辺の梅システム」世界農業遺産フォーラムin東京
         ～伝統農法が育む「紀州の梅」でもっと元気～
　
 「みなべ・田辺の梅システム」が世界農業遺産に認定され、本年で2周年を迎
  えます。そこで、この度首都圏で初めてのフォーラムを開催することとなり
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  ました。
  本フォーラムでは、約400年もの間この伝統農法を育んできたみなべ・田辺
  地域の魅力や梅の持つ健康増進機能等について発信し、梅製品の消費拡大や
  地域への誘客促進など本県の活性化につなげていきます！！
  
  [日 時]　2017年11月19日（日）　13:30～（販売会は13:00～17:00）
  [場 所]　イイノホール＆カンファレンスセンター
　　 　　　　（東京都千代田区内幸町２－１－１）
  [内 容]　　　
　■講演
　　①　「世界農業遺産とみなべ・田辺の梅システム」
　　　　　武内和彦(たけうちかずひこ)氏
   　　　（東京大学ｻｽﾃｲﾅﾋﾞﾘﾃｨ学連携研究機構(IR3S)機構長・特任教授）
　　②　「まあるい地球と梅」
　　　　　イルカ氏（ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ、 国際自然保護連合(IUCN)親善大使、絵本作家）
　　③　「梅干しの健康増進機能」
　　　　　宇都宮洋才(うつのみやひろとし)氏（和歌山県立医科大学准教授）
　　④　「梅(ume)の種は、夢(yume)の種!～梅で繋がるご縁・応援・貢献座談会～」
　　　　　金谷優(かなたにすぐる)氏（梅酒ソムリエ）

　　※お申し込み方法等、詳しくはこちら
　　　https://conv.toptour.co.jp/shop/evt/ume-forum2017/

　　※みなべ・田辺の梅システム専用サイトはこちら
　　　https://www.giahs-minabetanabe.jp/

　■「うめぇ！うめまつり２０１７」梅関連製品の試食・試飲および販売会も同時開催！
！　

１５．「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

１６．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
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　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

１７．わかやま紀州館～みなべ下北沢ベース ミューム・梅ラボ～

　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/

１８．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/

１９．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/
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　■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】

　和歌山のみかんが旬を迎える季節となってきました。
　実家のお父ちゃんからのみかんが待ち遠しい今日この頃です。
　さて、極早生、早生、中生、晩生・・・、読めますか？
　ごくわせ、わせ、なかて、おくて と読み温州みかんの品種
　によって収穫時期、酸味、甘み、皮の厚さが違います。
　皆様の好みはどれですか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２６１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、１１月１５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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