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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２６８号

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
新年度を迎え、皆様どうお過ごしでしょうか。

東京事務所も新メンバー5人を迎え、新たなスタートを切りました。
今年度も皆様にとって、心躍る情報をお届け出来るよう務めてまいります。

それでは、気持ち新たに２０１８年度最初の『TOKYO KEY STATION
（東京紀伊ステーション）』をお届けします！
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

　　　　　　　　　　　　  【ヘッドライン】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．きのくに人材Ｕターンフェア●新卒・中途採用対象●　開催！

２．第24回特別企画展「南方熊楠と和歌山の食文化」開催！

３．熊野本宮大社「御創建二千五十年奉祝式年（4月行事予定）」

４．丹生都比売神社「花盛祭」、「本殿特別拝観とガイドウォーク」
　　～戌年のお参りはみちびきの犬の丹生都比売神社へ～

５．結縁灌頂開壇　～仏様との出会いが心の「分岐点」になる～　

６．紀州箪笥伝統工芸士東福太郎宇治の「桐のビア杯　鳳凰」が（株）電通
　　本社ロビーで展示中！

７．（株）不二家から和歌山県産「南高梅」を使用した「ネクターこだわり
　　果実　うめミックス」が発売！

８．「第32回川の手荒川まつり」「第39回商業祭」にみなべ町とＪＡ紀州が
　　参加し、南高梅などの県産品を販売！

９．横浜 三溪園にて和歌山市の観光をPR！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．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！

２．和歌山大学古本募金にご協力を！

３．映画「空海―KU―KAI―」公開中！

４．「わかやま企業応援ナビ」で産業施策をまるごとお知らせ！

５．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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６．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！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

　　　　　　　　　　　　　  【詳　　細】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．きのくに人材Ｕターンフェア●新卒・中途採用対象●開催！

　　一般求職者及び平成31年3月卒業予定の大学、短大、高専、専門学校生を
　　対象に和歌山でＵターンフェアを開催します。
　　●日　時：　2018年4月16日㈪13:00～17:00
　　●場　所：　ホテルグランヴィア
　　●対　象：　一般求職者及び平成31年3月卒業予定の大学、短大、高専、
　　　　　　　　専門学校生
　　●問合せ：　きのくに人材Ｕターンフェア実行委員会
　　　　　　　　ＴＥＬ　073-431-7376
　　●参加申込不要、
　　　※詳細はこちら
　　　　http://w-keikyo.com/doc/u_180416.pdf

２．第24回特別企画展「南方熊楠と和歌山の食文化」開催！

　　朝からビーフステーキを食べる一方で、茶粥や白味噌のお雑煮など和歌山
　　らしい食べ物も好んだ熊楠。縄巻鮨、なんば焼、安藤みかんといった地元
　　の名物を推奨したのも、彼なりの地域振興だった。

　　●会　期：　2018年3月17日（土）～5月6日（日）
　  ●場　所：　南方熊楠顕彰館（和歌山県田辺市中屋敷36番地）
　　●展示物：　南方家の食器、ビール箱、牛乳や食品などの請求書、熊楠と
　　　　　　　　安藤みかんの写真、熊楠日記、書簡、来簡等、縄巻鮨の復元
　　　　　　　　の記録、山の神草紙、オコゼ標本のパネル 
  
  　●座談会： 「熊楠の好物を味わう」 （申込不要、無料）
    ●日　時：　2018年5月3日（木・祝）　14:00～17:00 
　　●場　所：　南方熊楠顕彰館（和歌山県田辺市中屋敷36番地）
　　●講　師：　赤堀展也（グリル食菜ギャレット） 
　　　　　　　　岸本昌也（武蔵大学非常勤講師）ほか 
    
　　　※詳細はこちら
　　　 http://www.minakata.org/?event-category=special

３．熊野本宮大社「御創建二千五十年奉祝式年（4月行事予定）」

　　第十代崇神天皇65年（紀元前33年）に熊野本宮大社が旧社地大斎原へ鎮座し
　　て以来、平成30年で二千五十年を迎えます。
　　これを記念し、奉祝期間（平成30年1月1日～12月31日）に各種奉納イベント
　　や記念行事が開催されます。世界遺産熊野古道や、熊野本宮温泉郷、そして
　　悠久の歴史を持つ蘇りの地「熊野本宮」で新しい歴史体験をしてみませんか？
 　 皆様のご来訪をお待ちしています。
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  　●2018年4月行事予定表
    　4月1日㈰木苗祭
    　4月1日㈰ゆるめるモ！奉納演奏
    　4月上旬新茶祭
      4月11日㈬ビリケン・山川豊 奉納歌唱（長良プロダクション所属）
      4月12日㈭大徳寺　世界平和の祈り
      4月13日㈮【例大祭】湯登神事・宮渡神事
      4月14日㈯水森かおり　歌唱奉納

 　　※詳細はこちら
　　　　http://www.hongutaisha.jp/schedule/

４．丹生都比売神社「花盛祭」、「本殿特別拝観とガイドウォーク」
　　～戌年のお参りはみちびきの犬の丹生都比売神社へ～

　「花盛祭」
　　丹生都比売神社の春の大祭で、ご祭神に花を供え春の訪れを寿ぐ祭りで、当
　　日は参道に季節の花を竹筒に入れ飾ります。
　　●日　時：　2018年4月15日（日）
　　　　　　　　　10：00　神前での祭典
　　　　　　　　　11：45　清興（雅楽等奉納）
　　　　　　　　　13：30　渡御の儀（雨天中止）
　　　　　　　　　15：30　餅まき（雨天の場合変更あり）
　　●送　迎：　当日は、橋本駅及び高野山より無料送迎バスを運行します。
　　
　「本殿特別拝観とガイドウォーク」
　　普段は楼門前からの参拝となりますが、重要文化財の本殿を間近に特別拝観
　　いただけます。
　　また、神職より境内の案内、説明をいたします。
 　 ●日  時：　2018年5月3日（木・祝）〜6日（日）13:00※各日1回所要約30分
　  ●初穂料：　500円（記念品授与）

　　※詳細はこちら
　　　　http://www.niutsuhime.or.jp/pg452.html#0216_hanamori

５．結縁灌頂開壇　～仏様との出会いが心の「分岐点」になる～
　
　　高野山真言宗 総本山金剛峯寺の金堂で春と秋年2度開催される、仏様の世界
　　を絵画で表現した曼荼羅の上に花を落とし、“仏縁”を結ぶ儀式。5月に開
　　催される「春季胎蔵界結縁潅頂」をご案内します！
　　●開　壇：　2018年5月3日㈭～5日㈯
　　●場　所：　総本山金剛峯寺　金堂
　　●入壇料：　事前予約申込み　お一人様5,000円
　　　　　　　　　(当日申込み　お一人様7,000円)
    ●申込み：　チケットぴあ
　　　　　　　　（https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=1756611）
　　●問合せ：　総本山金剛峯寺　
                 TEL:0736－56－2011　HP: https://www.koyasan.or.jp/

６．紀州箪笥伝統工芸士 東 福太郎 氏の「桐のビア杯 鳳凰」が（株）電通東京
　　本社で展示中！

　　紀州箪笥伝統工芸士の東福太郎氏のプロダクト「桐のビア杯 鳳凰」が、（株）
　　電通　東京本社正門ロビーに展示されることとなりましたので、お知らせしま

ページ(3)



268.txt
　　す。
　　東氏は、「LEXUS NEW TAKUMI PROJECT 2017」の「注目の匠」に選ばれています。
　　今回は「注目の匠」のプロダクトを広く紹介する目的で、本プロジェクトに関
　　わっている（株）電通の東京本社ビルにおいて展示が行われることとなりまし
　　た。

　　●場　所：　（株）電通 東京本社ビル　１Ｆ正面ロビー展示ブース
　　　　　　　　　（東京都港区東新橋1-8-1）
　　●期　間：　平成３０年４月９日（月）～４月１３日（金）
  　●展示品：　「注目の匠」のプロダクトから数品を厳選して展示
　　●プロダクト「桐のビア杯 鳳凰」
　　　※詳細はこちら
　　　　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/kensei/shiryo.php?sid=27050

７．（株）不二家から和歌山県産「南高梅」を使用した「ネクターこだわり果実うめ
　　ミックス」が発売！

　　和歌山県では、わかやま産ブランドの向上と販路開拓を目的に、大手飲料メーカ
　　ーへの県産品採用に向けた取り組みを行っています。
　　このたび、株式会社不二家（社長：櫻井　康文 本社：東京都文教区）から、飲
　　料のロングセラー・不二家ネクターブランドより、県産「南高梅」のピューレと
　　果汁を使った『ネクターこだわり果実　うめミックス』が、４月１６日（月）よ
　　り数量限定で全国発売されます。

　　※詳細はこちら
　　　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/kensei/shiryo.php?sid=27072

８．「第32回川の手荒川まつり」「第39回商業祭」にみなべ町とＪＡ紀州が
　　参加し、南高梅などの県産品を販売！
　　●2018年4月29日（日曜・祝）午前10時から午後4時まで
　　　（パレードは午前9時から）※注釈　雨天決行。パレードは雨天中止　　
　　●場　所：都立汐入公園（荒川区南千住8-13-1）
　　●主　催：川の手荒川まつり実行委員会、荒川区
　　●問合せ：荒川区観光振興課 〒116-8501
　　　　　　　荒川区荒川二丁目2番3号（本庁舎6階）
 　　　　　　　電話：03-3802-3111（代表）
　　　
　　　※詳細はこちら
　　　　https://www.city.arakawa.tokyo.jp/event/zenevent/32th-kawanote.html

９．横浜 三溪園にて和歌山市の観光をPR！

　　今年は、三渓園を造園した原三渓が生誕150周年にあたる年。
　　園内にある「臨春閣」（国指定重要文化財）が～原三渓生誕150周年特
　　別企画として、特別公開されます。
　　「臨春閣」は、元々「巌出御殿（いわでごてん）」として紀州徳川家の
　　別荘だったものです。徳川8代将軍である徳川吉宗も、幼少期をここで
　　過ごしたとされています。
　　特別公開は平成30年4月28日（土）～平成30年5月6日（日）のGW中に行
　　われ、その中の5月3日（木）・4日（金）の2日間では和歌山市の観光PR
　　もさせていただきます。皆様のご来訪をお待ちしています。

　　●日　時：平成30年4月28日（土）～平成30年5月6日（日）9:00～17:00
　　　　　うち和歌山市出展は5月3日（木）～4日（金）
　　●場　所：三渓園（神奈川県横浜市中区本牧三之谷58-1）
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　　※詳細はこちら
　　　http://www.sankeien.or.jp/event/07.html

　　　

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．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

２．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

３．映画「空海―KU―KAI―」公開中！

　　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

４．「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/

５．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

６．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、新たに１つのプロジェクトを認定しました。
　　○株式会社あがらと（古座川町）
　　　　自然と人、人と人とがつながる「竹ハウス」をみんなで作りたい！

　　　　現在、耕作放棄地を活用し農薬や化学肥料を使わずに、野菜やエディ
　　　　ブルローズを栽培しています。また、自然への負荷を少なくしたいと
　　　　いう思いから、一般的なビニールハウスではなく竹で骨組みを作る
　　　　「竹ハウス」を使用しています。今回新たな竹ハウスを建てるにあたり、
　　　　そのプロセスを多くの方々と共有するため企画しました。
　　　　今後も、コミュニティの場としての古民家宿づくり、自然とのつながり
　　　　を実体験できるようなワークショップの企画など、自然と人、人と人と
　　　　が持続的につながっていくことを目指した活動を継続します。 
　　　
    ※詳しくはこちら
      http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060300/gyoumu/crowdfunding2.html
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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/
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【編集後記】
　東京事務所に着任してあっという間に1年が過ぎました。
　社会人生活の大半を和歌山で過ごす本県職員にとって東京勤務は貴重な
　期間です。ただ、この1年を振り返ると、規則正しい生活をし過ぎていた
　気がするので、体力も温存出来たことですし、2年目はもう少し自分の殻
　を破り東京での様々な出会いや気づきを求めていきたいと思います。
　それでは、引き続き2018年度も和歌山県をよろしくお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２６８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、5月9日（水）の予定です。
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（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
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　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
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　　メール　e0006011@pref.wakayama.lg.jp
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