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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２６２号

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

最高気温も20度を下回り木々の葉も色づく季節になりました。
防寒に気を付けて、関東の紅葉名所に遠出したくなりますね。
遠出せず、手軽に楽しむなら、私のお気に入りは新宿御苑です。
それでは、『TOKYO KEY STATION』第２６２号をお届けします！

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

　　　　　　　　　　　　  【ヘッドライン】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
１．わかやまでベンチャーin東京　開催決定！

２．「和歌山大学観光学部 ミニ・オープンキャンパス in 東京」開催！

３．「観光教育研究セミナー in 東京 2017 Vol.2『これからの観光とDMO』」開催！

４．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！

５．銀座三越、伊勢丹新宿店を中心に「和歌山フェア」を開催！

６．世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道の本質を探る」フォーラム開催！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．「小田井用水路」が世界かんがい施設遺産への登録決定！

２．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！

３．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！！

４．第６１回和歌山県奨学会東京学生寮 寮祭開催！

５．「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！ 

６．「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～

７．「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！

８．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！

９．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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　　　　　　　　　　　　　  【詳　　細】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
１．わかやまでベンチャーin東京　開催決定！
　
　和歌山県内での｢起業の魅力｣や起業時における様々な資金調達方法の
　メリット、デメリットをお伝えします。

　［日 時］平成２９年１２月２３日(土)　１４：００～１７：３０
　［場 所］ベルサール東京日本橋４F　Room D・E(中央区日本橋２－７－１）
　［定 員］１００名
　［基 調 講 演］及川　智正氏　(株)農業総合研究所　代表取締役社長
　［パネルディスカッション］資金調達について

　　※詳しくはこちら　
　　　　http://www.sougyo.wbs.co.jp

２．「和歌山大学観光学部 ミニ・オープンキャンパス in 東京」開催！

　［日 時］２０１７年１２月２日（土）１２時３０分～１４時
　［会 場］フクラシア品川クリスタルスクエア（港南口）　3階 会議室G
　　　（〒108-0075 東京都港区港南1-6-41　
　　　　＊JR品川駅港南口／京浜急行品川駅から徒歩8分）

　　※詳しくはこちら
　　　　http://www.wakayama-u.ac.jp/tourism/news/2017101300029/

３．「観光教育研究セミナー in 東京 2017 Vol.2『これからの観光とDMO』」開催！

　［日 時］2017年12月2日（土）15時～18時
　［会 場］フクラシア品川クリスタルスクエア（港南口）　3階 会議室G
　　　　　　（〒108-0075 東京都港区港南1-6-41
　　　　　　　＊JR品川駅港南口／京浜急行品川駅から徒歩8分）　

　　※詳しくはこちら
　　　　http://www.wakayama-u.ac.jp/ctr/news/2017102600012/

４．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：生姜のカフェモコ（和歌山市）
　プロジェクト：薬味だけじゃ役不足。そのひとさじが舌を酔わせる
　　　　　　　　ジンジャーシロップ新登場！

　今年収穫の和歌山産生姜と砂糖だけを使い、カフェモコママがすべて
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　手作りした「ジンジャーシロップ」を２００本限定で販売。
　体を温める食材として知られる生姜の、味の詰まった部分のみを贅沢
　に使用。スパイシーな生姜の風味は、料理やお酒のアクセントにも最適。
　和歌山産生姜の魅力の発信を通じて、県産品の知名度向上に貢献します！

　・前号でお知らせしたプロジェクトも継続中です。
　　○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

５．みかんや柿の魅力を首都圏でＰＲするため「和歌山フェア」を開催！

　和歌山県とＪＡグループ和歌山は、みかんや柿の魅力を首都圏でＰＲするため、銀座
　三越、伊勢丹新宿店を中心に「和歌山フェア」を開催します。今年は初の試みとし
　て、生産者が農産物売り場に立ち、販売促進を行います。
　　開催期間：２０１７年１１月１５日（水）～２１日（火）

　※詳しくはこちら
　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/26327_0.pdf

６．世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道の本質を探る」フォーラム開催！
　
　［日 時］２０１７年１２月９日（土）１３時３０分～１６時（１３時会場)
　［会 場］ベルサール九段ホール
　　　　　　（千代田区九段北１－８－１０
　［定 員］先着３００名　
　［基 調 講 演］「日本人の振興と紀伊山地の霊場」　植島啓司(宗教人類学者)
　［ディスカッション］世界資産「紀伊山地の霊場と参詣道」の本質を探る

　　※詳しくはこちら
　　http://www.rekishikaido.gr.jp/time-trip/mailmagagine/201710/sekaisan_kisanch
i.html
　

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．「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　　

２．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！
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　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
　　　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/26061_1.pdf

３．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

４．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/

５．「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「１１月２４日」！

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

６．「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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 「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
  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）

　　※直接会場へお越し下さい。(当日受付可)

　　※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！
！　

７．「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

８．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！
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　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

９．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/

　
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

【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/
　■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）
　　　　移住をご検討中の方々に、ぜひ、ご案内下さい！
　　　http://www.furusatokaiki.net/about/floor/wakayama_support/
　■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/　
　　 ○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/
　■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/

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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262.txt
【編集後記】
　そろそろ、秋も深まり冬の始まりですね。冬の味覚と言えばやっぱりお鍋。
　少し気がはやいですが、忘年会はお鍋でわいわい盛り上がるのが私の定番
　です。今年も残すところあと1ヶ月とちょっとです。徐々に寒くなりますが、
　飲み過ぎに注意して肝臓を労りつつ楽しめる忘年会シーズンを過ごしたい
　ですね。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２６２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、１２月６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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