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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２６４号

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
明けましておめでとうございます。今年も最新の和歌山情報をお届けして

参ります。引き続きご愛読いただきますようよろしくお願いいたします。

それでは、本年最初の『TOKYO KEY STATION』第２６４号をお届けします！
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

　　　　　　　　　　　　  【ヘッドライン】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．「ふるさと祭り東京2018」開催！

２．南方熊楠生誕１５０周年企画展「１００年早かった智の人」（国立科学博物館）
  にてギャラリートークを開催！

３．移住セミナー ～和歌山県×三重県×愛媛県合同企画～
　　　カンキツライフ！～柑橘を育む・活かす・繋げるしごと～ 開催！

４．関西の豊かな文化を発信　はなやか関西「文化の道」フォーラム参加者募集中！

５．和歌山県IT企業誘致セミナー開催！

６．JOIN移住・交流＆地域おこしフェア 開催！

７．映画「空海」公開日決定！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．「和田勇シンポジウム 東京にオリンピックを呼んだ男」開催！

２．「わかやま企業応援ナビ」で産業施策をまるごとお知らせ！

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．「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！ 

５．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！

６．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．「ふるさと祭り東京2018」開催！
　　日本の“祭り”と“食”が集う、東京ドーム・ふるさと祭り東京に
　　お酒や梅干し、果実加工品など県内の事業者が参加し、自慢の逸品を
　　販売・ＰＲします。みなさま、是非お越し下さい。
　
　　○期   間　平成30年1月12日（金）～21日（日）10時～21時
　　　　　　　　（ただし、21日は18時まで）
　　○会   場　東京ドーム（東京都文京区後楽１-３-６１）
　
　　※詳細はこちら  https://www.tokyo-dome.co.jp/furusato/

２．南方熊楠生誕１５０周年企画展「１００年早かった智の人」（国立科学博物館）
  にてギャラリートークを開催！

　　上野・国立科学博物館で南方熊楠生誕１５０周年を記念し開催中の
　　企画展にて、ギャラリートークが開催されます。

　【ギャラリートーク】「南方熊楠はわれらの同時代人」（申込不要）
　  21世紀の今日になってやっと理解できるようになった「南方熊楠のやりたかった
    こと」を、一次資料から探ります。
　  ○日  　時　2018年1月26日（金）18：00～18：30
　  ○会　  場　日本館１階企画展示室会場
　  ○講　  師　南方熊楠顕彰会学術部長　田村 義也 氏

  （企画展 詳細）
    和森羅万象を探求した研究者「南方熊楠」。近年の研究では、広く資料を収集し、
    蓄積し提供しようとした“情報提供者”として評価されるようになってきていま
    す。熊楠の活動のキーアイテムである日記・書簡・抜書（様々な文献からの筆写
    ノート）・菌類図譜を展示。“熊楠の頭の中をのぞく旅”に誘う展覧会です。
　　○期    間　2017年12月19日（火）～2018年3月4日（日）
　　○会    場　国立科学博物館（東京・上野公園）
　　○詳しくはこちら　http://www.kahaku.go.jp/event/2017/12kumagusu/ 

３．移住セミナー ～和歌山県×三重県×愛媛県合同企画～
　　　カンキツライフ！～柑橘を育む・活かす・繋げるしごと～ 開催！

  　柑橘の栽培が盛んな和歌山県・三重県・愛媛県が初コラボ！ 柑橘に携わる仕事を
    している移住者が３県から東京に集結します。こだわりを持った仕事人たちと交流
    してみませんか？また、東大みかん愛好会のメンバーによる柑橘の基礎知識、おい
    しい柑橘の見分け方、柑橘の栄養についてのトークや三県のみかんの食べ比べもあ
    ります。
    ○日　  時　2018年１月27日（土）13:00～15：00
    ○会    場  ふるさと回帰支援センター (有楽町・東京交通会館8F) 参加費：無料
    ※詳しくはこちら https://www.wakayamagurashi.jp/howto/event-info/1749

４．関西の豊かな文化を発信　はなやか関西「文化の道」フォーラム参加者募集中！
　　関西ならではの文化・芸能の実演を交えながら、その文化的魅力をアピールする
　　イベント、はなやか関西「文化の道」フォーラムが、関西広域連合主催で東京・
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　　観世能楽堂において開催されます。関西文化に触れる絶好の機会ですので、ぜひ
　　御応募ください。
　　○日　　時　平成30年2月3日（土）　14時～16時30分（13時30分開場）
　　○場　　所　観世能楽堂（東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 地下３階）
　　○内　　容
　　　①講演「解説 ～ものがたり街道とは～」　河内厚郎（文化プロデューサー）
　　　②実演　文楽素浄瑠璃「一谷嫩軍記 須磨浦 組討の段」
　　　　　　　　出演　豊竹 咲甫太夫 改め 六代目 竹本 織太夫
                鶴澤 清志郎
　　　　　　　マ　イ　ム「夢みる旅人」
　　　　　　　　出演：いいむろなおきマイムカンパニー
　　　③パネルディスカッション
　　　　パネリスト　有栖川 有栖（作家)、楓 千里（JTBパブリッシング取締役
　　　　　　　　　　法人情報事業部長）、河内 厚郎（文化プロデューサー）、
　　　　　　　　　　春野 恵子（浪曲師）
　　○定　　員　４８０人（入場無料、事前申込制（応募多数の場合抽選））
　　○申込方法　①お名前（ふりがな）、②郵便番号・ご住所、③電話番号、④人数を
　　　明記の上、はがき、ファックス、ホームページのいずれかでお申し込みください。
　　　１つの申込みで2名様まで申し込むことができます。
　　○申 込 先　　〒530-0041　大阪市北区天神橋3-6-26扇町パークビル1階
　　　　　　　　　はなやか関西「文化の道」フォーラム事務局
　　　　　　　　　FAX　06-6351-3027
　　　　　　　　　申込ホームページ　https://s360.jp/form/30988-2053
　　※問合せ　電話：06-6351-3027　平日10～17時（12/29～1/4を除く）
　　○申込締切　平成30年1月19日（金）（はがきの場合同日必着）

５．和歌山県IT企業誘致セミナー開催！
　　日本有数のリゾート地「白浜」でのIOTによる働く環境づくりをご提案します。
　　豊かな自然に囲まれるとともに東京からアクセスの良さを理由に、田辺・白浜
　　地域では、IT企業のサテライトオフィスの設置が続いています。
　　白浜のIT、ビジネス環境や県の優遇制度等のご照会のほか、立地企業による事
　　例紹介、参加者同士の交流会を開催します。
　　「働き方改革」や「ワーク・ライフ・バランス」に関心のある企業のご担当者
　　様は、是非ご参加下さい。
　
　　○日　　時　2018年2月13日（火）16：30～19:00（開場：16：00）
　　○会　　場　日本貿易振興機構（ジェトロ）IBSCホール
　　　　　　　　（東京都港区赤坂１－１２－３２　アーク森ビル７階）
　　○定　　員　５０名（参加無料＜要事前登録＞）
　　　　　　　　講演、説明を行う第１部については、日・英同時通訳を行います。

　　※お申込、その他詳しくはこちら
　　　http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/062200/ritchi/topix/it_seminar.html

６．JOIN移住・交流＆地域おこしフェア 開催！

　　日本最大級！　約４００団体が勢揃いする年に１度の大規模移住イベントです。
　　和歌山県からは、県・紀の川市・田辺市の３ブースが出展します。
　
　　○日　　時　2018年1月21日（日）10：00～17：00【無料、申込不要】
　　○会　　場　東京ビッグサイト　西１ホール

 　 ※詳しくはこちら
　　https://www.wakayamagurashi.jp/howto/event-info/1786
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７．映画「空海―KU―KAI―」公開日決定！

　　日中共同製作映画として史上最大の本格ビッグプロジェクト『空海-KU-KAI-』。
　　公開日が2月24日に決定しました。８世紀、中国・唐の時代を舞台に、日本から
　　遣唐使として中国へ渡った若 僧侶・空海と、中国が生んだ稀代の詩人・白楽天
　　の運命の出会い。極楽の宴、妖猫の呪い、楊貴妃の真実、歴史を揺るがす巨大な
　　「謎」―が描かれます。 監督は、カンヌ国際映画祭パルム・ドールやゴールデ
　　ングローブ賞など多数の受賞歴を誇る、巨匠チェン・カイコー。原作は、「陰
　　陽師」シリーズ、「神々の山嶺」などのベストセラー作家・夢枕獏。日本の
　　原作、中国のスタッフ、そして日中を代表する豪華実力派キャストの競演による、
　　エンターテインメント大作です。

　　※詳しくはこちら　http://ku-kai-movie.jp/#movie

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．「和田勇シンポジウム 東京にオリンピックを呼んだ男」開催！
　
　  1970年に米国で日系二世として生まれ、幼少期を和歌山で暮らし、その後米国に
    戻った“和田勇”。戦後初めて日本人の全米水泳大会出場には、渡米した日本人
    選手を支え、1964年の東京五輪実現に向けて各国に協力を要請し、開催に大きく
    貢献されました。これらの功績を顕彰するとともに、1964年東京五輪の振り返り
    と、再び東京で五輪が開催されることの意義や期待することをテーマにシンポジ
    ウムを開催します。

    ○日　　時　平成30年2月24日（土）13時30分～16時30分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（開場12時30分）
    ○会　　場　明治大学駿河台キャンパス アカデミーコモン３階アカデミーホール
　　○定　　員　1,000名（要事前申込、先着順）
　　○基調講演　作家　高杉 良氏
　　○パネラー
　　　・早田卓次氏（日本オリンピアンズ協会理事長）
　　　・二宮清純氏（スポーツジャーナリスト）
　　　・萩原智子氏（シドニーオリンピック女子競泳日本代表）
　　　・後藤光将氏（明治大学政治経済学部教授）
　　　・和歌山県知事　仁坂吉伸
　　 ※詳しくはこちら　https://academy.meiji.jp/course/detail/3957/

２．「わかやま企業応援ナビ」で産業施策をまるごとお知らせ！

　　12月5日より、国・県等の散在する産業施策を一発検索できるＷＥＢサイト
    「わかやま企業応援ナビ」の運用を開始しました。これを機に、県内金融機関
    や関係団体等とタッグを組んで、当ナビを使った企業訪問活動を積極的に展開
    します。現場においても、事業者の皆さまの生の声をお伺いしながら、様々な
    産業施策を紹介し、より有利な施策を活用した企業支援につなげ、事業者の皆
    さまの更なる成長を目指していきます。

   ○概　要
　（１）補助金やイベントなど情報が満載
　　　　14のジャンルに補助金・イベント・相談支援・商談会など分かりやすく
　　 　 施策をまとめています。
　（２）スマホ・タブレットに対応

ページ(4)



264.txt
　　　　パソコン版だけでなく、スマホやタブレットなど、様々な端末でも見や
     　 すいデザインとしています。
  （３）施策を使った「成功事例」を掲載
　　  　成功事例とともに、県内中小企業者等のインタビュー動画を掲載しており、
　　　  もっと身近に施策を感じていただけます。
 　○協力機関　金融機関：１７機関、関係団体等：１０団体

　 ※ホームページURL　http://www.wakayama-sangyo.com/

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

４．「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！ 
　　（※次回は、１月２６日です）

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

５．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。現在、１プロジェクトがクラウドファンディング実施中です。

　　○事 業 者 紀の誉食品株式会社（すさみ町）
　　　紀州南高梅を桜のチップで本格的に燻製に仕上げた「桜燻梅（おうくんばい）」
　　　
    ※詳しくはこちら
      http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060300/gyoumu/crowdfunding2.html

６．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/

　
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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【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/

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

【編集後記】
　年末年始はいかがお過ごしでしたか？
　和歌山は好天に恵まれた、穏やかな年明けとなりました。
　1年を通じて穏やかな年となるといいですね。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２６４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、１月３１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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