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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２６６号

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
暦の上ではもう春なのですが、まだまだ寒い日が続きますね。
少しずつ春らしくなってくるこの季節。是非、景色の変化を楽しみながら
過ごしたいものです。
それでは『TOKYO KEY STATION』第２６６号をお届けします！
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

　　　　　　　　　　　　  【ヘッドライン】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．東京ガーデンテラス紀尾井町で紀州わかやまフェアを開催中！

２．【女性限定】日経ウーマノミクスプロジェクト×和歌山　
　　特別タイアップセミナー開催！

３．アドベンチャーワールドで暮らすパンダファミリーの魅力的な写真が
　　いっぱいの書籍が出版されました！

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．ワダイノカフェ
　　～全国でたった3ヵ所だけ?!お城の中の不思議な動物園～＜東京開催＞

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《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．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）絶賛開催中！

３．和歌山へのIターン、Uターンを応援する「和歌山キャリアフェア」を開催！

４．和歌山県産「南高梅」果汁を使用した「三ツ矢梅」がアサヒ飲料株式会社
　　からリニューアル新発売

５．和歌山大学古本募金にご協力を！

６．映画「空海―KU―KAI―」公開日決定！

７．「わかやま企業応援ナビ」で産業施策をまるごとお知らせ！

８．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！

９．「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！ 
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１０．わかやま紀州館～みなべ下北沢ベース ミューム・梅ラボ～

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

　　　　　　　　　　　　　  【詳　　細】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．東京ガーデンテラス紀尾井町で紀州わかやまフェアを開催中！

　  元赤プリ、元々紀州藩邸跡、現在東京ガーデンテラス紀尾井町。
  　ゆかりの地で今年も恵み豊かな紀州の食材を味わえます。
 
  　○紀州の利き酒　日本酒＆梅酒
  　　和歌山県産の日本酒7蔵と紀州みなべから32種の梅酒が揃いました。
　　　当日はお酒を飲みながら作り手の方のお話しを聞いたり、和歌山県産の
　　　おつまみを楽しめます。プレゼント企画もあり！東京ではお目にかかれ
　　　ない地酒や梅酒をお楽しみいただけます。
  　　・日時：2月24日（土）15:00～17:00
　　　・会場：紀尾井カンファレンス

  　○和歌山物産展
  　　和歌山県アンテナショップ「わかやま紀州館」（有楽町）が紀尾井町に
　　　登場します。
  　　・日時：3月1日（木）及び3月2日（金）12:00～19:00
　　　・会場：紀尾井テラス2F　紀尾井プラザ（「成城石井」前）

　　○レストランフェア
　　　協賛15店舗で、紀州わかやまの産品を使った期間限定メニューを
　　　お楽しみ下さい。
　　　・日程 2月17日（土）～3月2日（金）
　
　　詳細は、和歌山県東京事務所ホームページ
　　http://www.tgt-kioicho.jp/event/details/evnt76.html
　　でご案内中です。

２．【女性限定】日経ウーマノミクスプロジェクト×和歌山　
　　特別タイアップセミナー開催！

　　働く女性のオン・オフに効く、夢叶う聖地熊野へのいざない
　　～熊野本宮大社御創建2050年奉祝式年大祭を迎えて～
 
　　神々が住まい、再生の地と呼ばれる聖地熊野。
　　熊野本宮大社の九鬼家隆宮司から、熊野本宮大社の成り立ちや歴史について
　　学び、何度も熊野へ足を運ばれているベストセラー作家の和田裕美氏から、
　　熊野が与えたビジネスやキャリアへの影響、熊野の魅力を紹介いただきます。
　　トークディスカッションでは、今年で熊野本宮大社が御創建2050年を迎え、
　　４月に行われる例大祭の情報や熊野を堪能する秘訣など、旅の楽しみ方を
　　さらに掘り下げ、働く女性に役立つとっておきの情報をお届けします。 

　　【日　時】平成30年3月17日（土）14:00～16:00　（会場13:30）
　　【プログラム】
 　　　〇講演１「新たなる熊野の心の架け橋」九鬼 家隆氏（熊野本宮大社宮司）
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 　　　〇講演２「ぜったいに結果を出した人の熊野詣」和田 裕美氏（作家）
 　　　〇トークディスカッション＆PRタイム「熊野本宮へTRIP!」
　　【会　場】日経カンファレンスルーム（千代田区大手町1-3-7 日経ビル6階）
　　【定　員】150名（女性限定）
　　【参加費】無料　※事前申込み要
　　【主　催】公益社団法人和歌山県観光連盟わかやま紀州館
　　【共　催】日経ウーマノミクス・プロジェクト実行委員会

　　　※詳細及びお申し込みはこちら
　　　　http://nwp.nikkei.com/event/2018/201803kumamo.html

３．アドベンチャーワールドで暮らすパンダファミリーの魅力的な写真が
　　いっぱいの書籍が出版されました！

　　アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）で暮らすジャイアントパンダ
　　ファミリーについて、 たくさんの魅力的な写真で構成された書籍が出版
　　されました。
　　・「PANDA MENTAL （トランスワールドジャパン株式会社）」
　　・「だいすき♡こぱんだ（小学館）」
　　・「もふもふあかちゃんパンダ（株式 会社講談社）」
　　各書籍は全国コンビニエンスストア、書店の他アドベンチャーワールド内
　　ショップでもお買い求めいただけます。
 
　　 ※詳しくはこちら
　　　http://www.aws-s.com/topics/detail?id=top1188

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！

　　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。

　　今回は、新たに３つのプロジェクトを認定しました。
　　○株式会社藤桃庵（紀の川市）
　　　　桃源郷の真ん中でピアノの音色を。満開の桃花の下で演奏会開催へ

　　　　４月８日(日)、満開の桃の花が咲く桃畑に本物のピアノを持ち込んで、
　　　　豊作を願うコンサートを開催します。ピアニストは、和歌山県出身の
　　　　上田麻リカさん・上田彩未さん姉妹。
　　　　高齢化と担い手不足に悩む桃農家を元気づけたい、100年後も美しい
　　　　桃源郷を残していきたいという思いから、桃花コンサート実行委員会を
　　　　立ち上げ企画しました。
　　　　このコンサートを通じて、より多くの方に桃源郷の魅力を伝えるととも
　　　　に、あらかわの桃、あらかわの桃を使用したジェラートの美味しさを
　　　　発信します。 
　　　
　　○株式会社若兆（海南市）
　　　　曲げわっぱの弁当箱で、いつものごはんを華やかに。

　　　　木のぬくもりが感じられ、角の丸みがやさしい暮らしをイメージさせる
　　　　デザインの「かぶせ型丸み」、「かぶせ型丸み四角」の「曲げわっぱ
　　　　弁当箱」を製造・販売。
　　　　凹凸（桜皮の縫い目部分）が出ないように内側の側面にも板を貼ること
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　　　　で、洗いやすく工夫されるなど、使い勝手のよいのが特徴です。
　　　　今後、紀州漆器の技術を取り入れた新商品を製造するなど、紀州漆器の
　　　　魅力も伝えていきます。

　　○新宮水産株式会社（新宮市）
　　　　紀州勝浦の魚のプロが本気を出して商品化した、最高に日本酒に合う
　　　　西京漬けをお届け

　　　　地元の漁港等で水揚げされ、厳選されたマグロ、カジキ、ブリを使用。
　　　　醤油蔵「丸新本家（湯浅町）」の国産天然醸造「白味噌」に「尾崎酒造
　　　　（新宮市）」の「本醸造・太平洋」をブレンドし、何度も吟味を重ねる
　　　　ことで完成した西京漬けの「素」に漬け込みました。
　　　　魚の目利きのプロが、魚の種類によって漬け込む時間を調整し、最大限
　　　　の旨味を引き出しました。日本酒との相性もピッタリ！
　　　　地元金融機関「新宮信用金庫」、スターフードジャパン株式会社代表
　　　　取締役「新古祐子氏」と連携した共同開発商品です。
　　　　今後も、熊野灘でとれた新鮮な海産物の魅力を全国に発信していきます。

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

５．ワダイノカフェ
　　～全国でたった3ヵ所だけ?!お城の中の不思議な動物園～＜東京開催＞

　　★和歌山大学がお送りする、気軽に大学の先生とおしゃべりできる
　　　「ワダイノカフェ」のご案内★

　　ワダイノカフェは、さまざまな領域で活躍している和歌山大学の研究者と
　　一般の方々が、飲み物を片手に気軽にちょっと知的な会話を楽しむコミュ
　　ニケーションの場です。
　　３月のテーマは、「全国でたった3ヵ所だけ?!お城の中の不思議な動物園」
　　2017年度第7回は、初めて和歌山を飛び出し、和歌山大学の東京オフィスで
　　同大学地域連携コーディネーターの後藤千晴さんが和歌山の珍しい動物園
　　について熱く語ります。
　　和歌山大学のある和歌山市の中心部には、今年、天守閣再建60周年を迎える
　　史跡・和歌山城があります。その和歌山城の敷地内には、市営の「和歌山
　　公園動物園」があります。和歌山市民にはなじみすぎている「お城」と
　　「動物園」の組み合わせですが、現在では全国に3ヵ所しかない非常に珍し
　　い動物園です。大正時代までさかのぼるほどの歴史を持ち、市民から
　　「お城の動物園」と呼ばれ長年親しまれる一方、史跡内にあることから
　　さまざまな課題を抱える「和歌山公園動物園」。
　　今回は、お城と動物園の歴史と現在の課題、そして最新の和歌山公園動物園
　　トピックスを中心に、これからの動物園について考えたいと思います。

　　　日　時：平成30年3月8日（木）　18:30～20:00
　　　場　所：東京工業大学キャンパスイノベーションセンター3F
　　　　　　　情報交換スペース（東京都港区芝浦3-3-6）
　　　対　象：中学生～一般
 　　 参加費：200円（ワンドリンク付き）
 　　 定　員：20名程度（先着順）
　　
　　※詳しくはこちら
　　　http://www.wakayama-u.ac.jp/machikado/2018/01/33.php
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◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《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。
　　締め切り間近でございますので、お早めにお申し込みください。

    ○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　二宮清純氏（スポーツジャーナリスト）
　　○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．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）絶賛開催中！

    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．和歌山へのIターン、Uターンを応援する「和歌山キャリアフェア」を開催！

　　和歌山へのIターン、Uターンを応援するイベント、「和歌山キャリア
　　フェア」が開催されます！
　　東京では実現できない理想の仕事、暮らしを、和歌山の地で叶えませんか？
　　白い砂浜に青い海、関西のリゾート地・白浜。
　　山林も多く歴史ある建造物などが多く存在する和歌山。でも、それだけじゃ
　　ありません。
　　和歌山県の仕事と暮らしを体験できるイベントです。

　　○日　　時　3月10日（土）　14:00～17:30
　　○場　　所　モンスーンカフェ 恵比寿店
　　　　　　　　　東京都渋谷区恵比寿4-4-6　MARIX恵比寿ビル 1F
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　　○参 加 費  1,000円(軽食とドリンクをお出しします。当日お支払い
                いただきます)
　　○主    催  公益財団法人 わかやま産業振興財団
      　　　    和歌山県プロフェッショナル人材戦略拠点 

　　※申込み等詳細はこちら
　　https://www.sibire.co.jp/offtokyo/wakayama-careerfair

４．和歌山県産「南高梅」果汁を使用した「三ツ矢梅」がアサヒ飲料株式会社
　　からリニューアル新発売

　　県では、わかやま産ブランドの向上と販路開拓のため、大手飲料メーカー
    への県産品採用に向けた取組を行っています。
　　今回、アサヒ飲料株式会社から県産「南高梅」果汁を使った「三ツ矢梅」が
　　リニューアル発売されます。県産「南高梅」果汁を使った梅の上品な香りと
　　すっきりとした後味をぜひお楽しみください。

　　○発 売 日　平成30年2月13日（火）
　　○発売地域　全国のコンビニ、量販店
　　○希望小売価格　140円（税別）

　　※詳しくはこちら
　　　http://www.pref.wakayama.lg.jp/chiji/press/300123/300123_6.pdf

５．和歌山大学古本募金にご協力を！

　　国立大学法人和歌山大学では、皆様から読み終えた本・DVD等をご提供いた
    だき、その査定換金額を大学に寄附いただく「古本募金」の取組を行って
    います。
　　皆様から寄せられた寄附金は図書館の学生図書の充実に役立てられます。
　　皆様からのご支援をお待ちしております。

　　※お申し込み方法など詳しくはこちら
　　　http://kishapon.webinspire.jp/wakayama-u/index.html#aboutfund

６．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

７．「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
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    「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
　　　　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/

８．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

９．「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、２月２３日です）

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

１０．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
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　■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】
　長い間みなさまにご案内させていただいておりました「和田勇シンポジウム」
　ですが、いよいよ今週の土曜日に開催いたします。
　おかげさまで数多くの参加申込を頂いておりますが、お申し込みがまだの方は
　是非お早めにお申し込み下さい。どうぞよろしくお願いいたします。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２６６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、３月１４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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