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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２７１号

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

　サッカーワールドカップ2018が開幕しましたね。日本代表のエンブレ
ムで知られる八咫烏（やたがらす）にゆかりがある熊野本宮大社の近く
には、勝利を祈って記念碑が設置されたそうです。私も、和歌山で過ご
した少年時代は「キャプテン翼」に憧れるサッカー少年でした。４年に
一度のサッカーの祭典。梅雨空を吹き飛ばすような日本選手の活躍を見
たいですね。
　それでは、『TOKYO KEY STATION（東京紀伊ステーション）』のキッ
クオフです！

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

　　　　　　　　　　　　  【ヘッドライン】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．県内１１社が世界最大級の「ものづくり専門展」に出店！

２．「和歌山テレワーク」フォーラムin東京を開催！
　　　　　　　　　　　　　　～テレワークで実現する新しい働き方～

３．移住イベント「地方とつながる出会いの場！井戸端会議in東京」

４．移住セミナー「新しい生活のヒント」～山林を楽しむ人たち～

５．和歌山大学観光教育研究セミナーin東京
　　　「スポーツツーリズム３ ～メガイベントが日本社会を変える～」

６．「パンダくろしお」デビュー１周年記念 貸切「パンダくろしお」で
　　行く白浜への旅！

７．プレミアムフライデーは「和歌山」へ！

 
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．祝　日本遺産認定『「百世の安堵」～津波と復興の記憶が生きる広川
　　の防災遺産～』

２．ヤフー・ショッピング「ふるさと和歌山わいわい市場」で、今が旬の
　　青梅の特集！

３．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！

４．和歌山県と株式会社ブレイザーズスポーツクラブが連携協力！！ 
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５．日本最大のクルーズ客船「飛鳥Ⅱ」の日高港初寄港決定！！

６．ラグビーワールドカップ2019公認チームキャンプ地内定！！

７．和歌山大学古本募金にご協力を！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

　　　　　　　　　　　　　  【詳　　細】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．県内１１社が世界最大級の「ものづくり専門展」に出店！

　　和歌山県では、「わかやま産品販路開拓アクションプログラム２０１８」
　　の一環として、『日本ものづくりワールド２０１８』に集団出展します。
　　今回で８回目の集団出展となり、県内企業１１社が参加。県ブースは
　　「機械要素技術展」エリアに出展し、国内外の製造業ユーザーに対して
　　販路開拓のためのＰＲを行います。

　　●期　　間　平成３０年６月２０日（水）～２２日（金）
　　　　　　　　１０：００～１８：００（最終日は１７時まで）
　　●場　　所　東京ビッグサイト
　　●出 展 名　（公財）和歌山産業振興財団
　　●出展場所　東５ホール「機械要素技術展」エリア（小間番号：東64-26）
　　●出展企業　①アイエムティー（株）（試料研磨機・埋込機：印南町）
　　　　　　　　②小川工業（株）（ファインプレス加工部品：橋本市）
　　　　　　　　③（株）川進（耐熱・耐火グローブクラムボン：有田川町）
　　　　　　　　④川本化成（株）（プラスチック製部品・タンク：和歌山市）
　　　　　　　　⑤（株）木村屋（カーボン製パイプ：橋本市）
　　　　　　　　⑥金剛ダイス工業（株）（小経穴冷間鍛造金型：紀美野町）
　　　　　　　　⑦桜井鉄工（株）（高圧継手：かつらぎ町）
　　　　　　　　⑧正和産業（株）（高機能シール製品：有田市）
　　　　　　　　⑨谷池企画（Ｗ巻コンデンサーブラシ：紀の川市）
　　　　　　　　⑩西原精工（株）（精密治工具：紀の川市）
　　　　　　　　⑪阪和電子工業（株）（静電気可視化モニタ：和歌山市）

　　　※詳しくはこちら　http://www.japan-mfg.jp/
　

２．「和歌山テレワーク」フォーラムin東京を開催！
　　　　　　　　　　　　　　～テレワークで実現する新しい働き方～

　　IoT･AI等の技術進歩がもたらす「働き方改革」や「ワーク・ライフ・
　　バランス」の導入が推進される中、多様な人材の活躍を可能にするワ
　　ークスタイルとして「テレワーク」が注目を集め、「ワーケーション」
　　という新しい働き方も提唱されています。
　　このフォーラムでは、テレワークに関する国の取組や和歌山県のテレ
　　ワーク導入企業の事例、本県のビジネス環境やワーケーションの取組
　　等をご紹介します。
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　　●日時　平成３０年７月１８日（水）１５：００～１７：３０
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（開場１４：３０）
　　●会場　丸の内ビル８階 コンファレンススクエア Room４
　　●定員　１００名
　　●入場料　無料（事前登録制）
　　●プログラム
　　（第１部：１５：００～１７：００）
　　　・知事挨拶
　　　・基調講演（総務省）
　　　・テレワーク事例紹介
　　　　トランスコスモス（株）、（株）セールスフォース･ドットコム、
　　　　（株）ブイキューブ
　　　・講演（経済産業省）
　　　・和歌山県の取組紹介
　　（第２部：１７：００～１７：３０）
　　　・名刺交換会

　　※詳細はこちら
　　　https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/062200/ritchi/topix/it_teleworkforum
.html

３．移住イベント「地方とつながる出会いの場！井戸端会議in東京」

　　東海近畿エリアの合同移住交流イベントを行います。井戸端会議のよう
　　に気軽にお喋りを楽しみながら、地域の人との新しい出会いを見つけて
　　みませんか？

　　●日時　平成３０年７月７日（土）１１：００～１７：００
　　●会場　有楽町・東京交通会館１２階 ダイヤモンドホール
　　●参加自治体　和歌山県・岐阜県・三重県・滋賀県・京都府

　　※詳細はこちら
　　　https://www.wakayamagurashi.jp/howto/event-info/2804

４．移住セミナー「新しい生活のヒント」～山林を楽しむ人たち～

　　林業に興味のある方注目のイベントです。４人のゲスト(Ｉターン者、
　　受入企業)を迎えて「木の国」和歌山での森林や山にかかわる仕事の紹
　　介、ゲストトーク、交流会を実施します。林業を生業とする生活のイメ
　　ージを具体的に知ることができます。

　　●日時　平成３０年７月２９日（日）１６：３０～１８：３０
　　●会場　有楽町・東京交通会館８階 ふるさと回帰支援センターセミナー
　　　　　　ルーム
　　●定員　３０人（事前予約優先）

　　※詳細はこちら
　　　https://www.wakayamagurashi.jp/howto/event-info/2826

５．和歌山大学観光教育研究セミナーin東京
　　　　 「スポーツツーリズム３ ～メガイベントが日本社会を変える～」

　　和歌山大学国際観光学研究センターでは、2016年度より夏･冬の年２回、
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　　「観光教育研究セミナーin東京」を開催しており、特に夏のセミナーに
　　おいては、東京2020オリンピック･パラリンピック競技大会に前後して
　　開催されるメガスポーツイベントを契機として日本社会に何が問われる
　　のか、様々なトピックを取り上げています。
　　シリーズ第３弾の今回は、早稲田大学スポーツ科学学術院教授の原田宗
　　彦氏をお招きし、ポスト2020年に向けたスポーツ都市戦略についてお話
　　頂くとともに、地域活性化やその展開についても考えます。

　　●日時　平成３０年８月１０日（金）１５：００～１７：３０
　　●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
　　●定員　１００名
　　●入場料　無料（事前登録制）

　　※詳細はこちら
　　　https://www.wakayama-u.ac.jp/ctr/news/2018060700103/

６．「パンダくろしお」デビュー１周年記念 貸切「パンダくろしお」で
　　行く白浜への旅！

　　アドベンチャーワールド、和歌山県白浜町、（株）日本旅行、ＪＲ西日
　　本（株）和歌山支社が共同で、「パンダくろしお Smileアドベンチャー
　　トレイン」のデビュー１周年を記念し、「海」「パンダ」「温泉」を満
　　喫できる夏のプランを企画しました。「ナイトアドベンチャー送迎コー
　　ス」や「貸切バス・半日観光ツアー」もオプションで用意されています。
　　是非この機会に、スマイルあふれる夏の思い出づくりに、鉄道の旅を楽
　　しんでみてはいかがでしょうか。

　　●旅行日　平成３０年８月５日（日）～６日（月）
　　●お楽しみポイント
　　（１日目）
　　　・パンダくろしおの車内で、アドベンチャーワールドのオリジナルグ
　　　　ッズが当たるじゃんけん大会を開催。お子様にはおやつをプレゼン
　　　　ト！
　　　・白浜駅で地元の方々がお出迎え。ゆるキャラも登場（予定）
　　　・夕食後に「ナイトアドベンチャー送迎コース」を実施（別途料金）
　　（２日目）
　　　・白良浜で宝探し
　　　・白浜エリアを満喫できる「貸切バス・半日観光プラン」（別途料
　　　　金）
　　　・パンダくろしお車内で、全員にオリジナルグッズ、記念乗車証を
　　　　プレゼント
　　●旅行代金等　下記ＵＲＬのパンフレットをご覧ください
　　　http://www.westjr.co.jp/press/article/items/180616_00_panda.pdf
　　●予約方法　日本旅行ホームページで予約可。
　　　　　　　　　　　　　　　（http://www.nta.co.jp/akafu/west/）
　　　　　　　　日本旅行大阪予約センターへの電話連絡でも可能
　　　　　　　　　　　　　　　（TEL：０５７０－６６６１５５）
　　　※６月２０日時点では空きがあります。受付終了の場合はご了承くだ
　　　　さい。
　　●問合せ先
　　　（旅行商品に関して）（株）日本旅行
　　　　　　　　　　　　　　　　　（TEL：０６－７６６４－８２６０）
　　　（列車運行に関して）ＪＲ西日本（株）和歌山支社
　　　　　　　　　　　　　　　　　（TEL：０７３－４２５－６１０５）
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７．プレミアムフライデーは「和歌山」へ！

　　月末金曜の〝プレミアムフライデー〟は、和歌山へ旅に出かけてみま
　　せんか。限定宿泊プランや特別企画など、和歌山ならではの嬉しい楽
　　しい特典をたくさんご用意しています。プレミアムフライデーを和歌
　　山で過ごせば、きっと翌週からもリフレッシュした気持ちで頑張れる　
　　はずです！

　　※詳しくはこちら
　　　https://www.wakayama-kanko.or.jp/information/premium_friday/
　

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．祝　日本遺産認定『「百世の安堵」～津波と復興の記憶が生きる広川
　　の防災遺産～』 
 　 
　　平成３０年度の日本遺産に広川町の『「百世の安堵」～津波と復興の
　　記憶が生きる広川の防災遺産～』が認定されました。

　　詳しくはこちら
　　※http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/kensei/shiryo.php?sid=27338

２．ヤフー・ショッピング「ふるさと和歌山わいわい市場」で、今が旬の
　　青梅の特集！
　　　
　　和歌山を代表する品種「南高(なんこう)」をはじめ、「古城(ごじろ)」
　　など、様々な品種の梅をご紹介。梅酒や梅シロップに最適な青梅から、
　　梅干向けの完熟梅まで、希望の梅が入手できるのは産地のネットショッ
　　プならではです。
　　予約販売も受付中ですので、この機会をぜひお見逃しなく、お早めに
　　お買い求め下さい。

　　●特集期間
　　　６月２９日（金）まで
　　　※商品数に限りがあるため、販売状況によって期間を短縮する場合
　　　　があります。

　　●インターネットショッピングモールヤフー・ショッピング
　　「ふるさと和歌山わいわい市場」
　　「青梅特集」コーナー内
　　【URL】https://store.shopping.yahoo.co.jp/waiwai071700/aoume.html

３．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。
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　　今回、2件のプロジェクトを認定し、認定事業開始から24件目となり
　　ました。

　　●池上商店　ＹＵＫＩＢＯＵ　池上浩輔（紀美野町）
　　「プロ野球選手の帽子を手掛けた技術で作った
　　『ワンちゃんとお揃いでかぶれる帽子』」
　　
　　●株式会社リハートテック（和歌山市）
　　「「食べる」チカラを鍛える！自分の口で食事を続けるしあわせを。」
　　
　　※詳しくはこちら
　　　https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060300/gyoumu/crowdfunding2.html

４．和歌山県と株式会社ブレイザーズスポーツクラブが連携協力！！ 

　　一般社団法人日本バレーボールリーグ機構が、国内最高峰バレーボール
　　リーグのＶリーグを2018/19シーズンから新リーグへ移行させます。
　　これまでも、堺市を拠点に活動する男子バレーボールチーム「堺ブレイ
　　ザーズ」は、本県をホームゲームとした公式戦を開催してきましたが、
　　同チームが新リーグに参入することに伴い、堺市、北九州市と並んで本
　　県がホームタウンとなることが決定しました。
　　

５．日本最大のクルーズ客船「飛鳥Ⅱ」の日高港初寄港決定！！

　　重要港湾 日高港では、岸壁の改良や航行安全性の検証など、5万トン級
　　の大型クルーズ船受入れに向けた準備を進めてきましたが、郵船クルー
　　ズ株式会社より日本最大のクルーズ客船「飛鳥Ⅱ」（総トン数50,142総
　　トン、定員872名）の2018年度下半期の運航スケジュールが発表され、
　　日高港への「飛鳥Ⅱ」の初寄港が決定しました。
　　また、特定地域振興重要港湾 新宮港にも昨年度に引き続き「飛鳥Ⅱ」の
　　寄港が決定しました。

　　●平成30年11月23日（金）　新宮港（佐野第3岸壁）
　　●平成31年 3月23日（土）　日高港（塩屋第1岸壁）（初寄港）　　　
　　　※詳細はこちら
　　　　https://www.pref.wakayama.lg.jp/bcms/prefg/082400/cruise/index.html

６．ラグビーワールドカップ2019公認チームキャンプ地内定！！

　　来年（2019年）日本で初めて開催されるラグビーワールドカップについ
　　て、組織委員会から公認チームキャンプ地の内定状況が発表され、和歌
　　山県・上富田町が、アフリカ地区代表のキャンプ地に内定しました。
　　今後、組織委員会と公認チームキャンプ地契約を締結することで、正式
　　に決定となります。

　　●滞在チーム　アフリカ地区代表（アフリカカップ優勝チーム）
　　　　※アフリカカップ
　　　　　大会期間：2018年6月16日～8月18日
　　　　　出 場 国：ナミビア、ケニア、モロッコ、チュニジア、
　　　　　　　　　　ウガンダ、ジンバブエ
　　※詳しくはこちら
　　　　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/27168_0.pdf
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７．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

　
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

【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/
　■明日の和歌山を創る！わかやま企業応援ナビ
　　産業施策をまるごとお知らせ
　　http://www.wakayama-sangyo.com/
　■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】

　　一昨日、近畿地方を大きな地震が襲いました。千葉県沖で、プレートの境
　界がゆっくりとずれ動く「スロースリップ」という現象が活発になっている
　というニュースに触れた矢先のことでしたので、いつどこで起こるか分から
　ないものだと、本当に実感しました。自治体職員として、今後起こりうる災
　害にどう向き合えるかを考えたとき、正しく恐れ、危険な要因の芽を摘んで
　おくことに尽きるのではないかと思います。
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　　この国で起きているあらゆることを、東京の地で考え、肌身で感じ、目に
　焼き付けておきたいと思います。梅雨が明けると、本格的な夏の到来です。
　暑い毎日が続きますので、くれぐれもご自愛ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２７１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、7月11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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