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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２７３号

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

夏の風物詩、全国高校野球選手権大会がいよいよ８月５日に開幕します。
今年は１００回目の記念大会ということで、史上最多の５６校が出場予定です。
和歌山県は、決勝戦での激戦の末、智辯和歌山が２年連続２３回目の出場を果た
しました。
私は和歌山県出身ではありますが、奈良智辯卒業で、こちらは残念ながら地区予
選準決勝で敗退してしまいました。
今年の智辯和歌山は非常に強いとの評判ですので、甲子園でも大暴れし、是非
「深紅の大優勝旗」を持ち帰っていただきたいものです。

それでは、智辯和歌山ナインの活躍を祈りつつ、『TOKYO KEY STATION』第２７
３号をお届けします！

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

　　　　　　　　　　　　  【ヘッドライン】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．真言密教で最も尊い儀式「結縁灌頂」を東京で！
　　いよいよ予約受付開始

２．（募集）移住後の「しごと」と「くらし」体験しませんか？

３．「OFF TOKYO DEEP Development」に和歌山県出展決定！
　　　～あなたが、世界一集中できるエリアはどこだ？～

４．【８月開催】和歌山市・日高・田辺・新宮　４か所でUターンフェア
　　を開催します！

５．平成３０年度和歌山県職員採用試験のご案内

６．「第２回和歌山県データ利活用コンペティション」開催！

７．「第１８回和歌浦ベイマラソンwithジャズ（ジャズマラソン）」
　　まもなく申込〆切！

８．作品募集「南紀熊野ジオパークフォトコンテスト２０１８」

 
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．わかやま紀州館（アンテナショップ）にて、和歌山が誇る高級ブランド
　　「あら川の桃」販売中！
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２．和歌山大学観光学部　ミニ・オープンキャンパス in東京

３．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～」

４．プレミアムフライデーは「和歌山」へ！

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

６．日本最大のクルーズ客船「飛鳥Ⅱ」の日高港初寄港決定！！

７．ラグビーワールドカップ2019公認チームキャンプ地内定！！

８．和歌山大学古本募金にご協力を！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

　　　　　　　　　　　　　  【詳　　細】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．真言密教で最も尊い儀式「結縁灌頂」を東京で！
　　いよいよ予約受付開始

　　「結縁灌頂」（けちえんかんじょう）とは、仏様とご縁を結ぶ真言密教
　　における最も尊い儀式です。通常、高野山で開催される本儀式に、東京
　　でもご参加いただけます。
　　「結縁灌頂」にご参加いただくことで、日々の生活で溜まった心の埃
　　（迷い・不安）が消え去り、正しい道にお導きいただける功徳を授かる
　　ことができると言われています。
　　本日１０時から予約受付を開始しておりますので、心の再生をはかるた
　　めに一度ご参加されてはいかがでしょうか？

　　●日程　平成３０年１１月２３日（金）～２５日（日）
　　●場所　高野山東京別院
　　　　　（東京都港区高輪３丁目１５－１８）
　　●入壇料　事前予約申込　１０，０００円
　　　　　　 当日申込　　　１２，０００円
　
　　※詳しくはこちら
　　　http://www.koyasan.or.jp/sp/experience/kechikan_tokyo/

２．（募集）移住後の「しごと」と「くらし」体験しませんか？

　　和歌山県では、東京など大都市圏の若年者を対象に、移住後の実生活を
　　“お試し体験”できる「若年移住希望者「しごと」のある「くらし」
　　体験事業」の体験参加希望者を募集しております。

　　※詳しくはこちら
　　　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/27707_1.pdf
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３．「OFF TOKYO DEEP Development」に和歌山県出展決定！
　　　～あなたが、世界一集中できるエリアはどこだ？～

　　首都圏で働くITエンジニアに、「DEEP　THINKできる場所はどこなのか」
　　を考えてもらい、東京にこだわらない働き方を知ってもらう場を提供す
　　ることを目的としたエンジニア・クリエイタ-向け移住促進イベントです。

　　イベント概要

　　●日時　２０１８年８月２４日（金）１９：３０～２２：００
　　　　　（１９時開場。希望者のみThink Lab内を見学し、２２時退出）
　　●場所　世界一集中できるスペース「Think Lab」
 　　　　 （東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 飯田橋グラン・ブルー
　　　　　　ム２９階）
　　●参加費　１，０００円（飲食代、お土産あり）
　　●主催　株式会社イード 「INSIDE」、シビレ株式会社
　　●協力　JINS
　　●参加自治体　徳島県、和歌山県、宮崎県、高知県、島根県

　　※詳しくはこちら
　　　https://www.sibire.co.jp/event/38732

４．【８月開催】和歌山市・日高・田辺・新宮　４か所でUターンフェアを開
　　催します！

　　夏の帰省時期に合わせて、県内でUターンフェアを開催します！
　　地元の優良企業に出会えるチャンスですので、ぜひみなさんお越しくださ
　　い。
　　※参加費無料、事前申込不要、入退場自由

　　◆日高地方Ｕターンフェア
　　　日時：平成３０年８月４日（土）１３：００～１５：３０
　　　場所：御坊市民文化会館（御坊市）

　　◆Ｕターンフェアin田辺
　　　日時：平成３０年８月１１日（土）１３：００～１６：００
　　　場所：ガーデンホテルハナヨ（田辺市）
　　　
　　◆ふるさとＵターンフェア
　　　日時：平成３０年８月１５日（水）１３：００～１５：３０
　　　場所：新宮市福祉センター（新宮市）
　
　　◆きのくに人材Ｕターンフェア
　　　日時：平成３０年８月２０日（月）１３：００～１７：００
　　　場所：ホテルグランヴィア和歌山（和歌山市）
　
　　※詳しくはこちら
　　　http://www.wakayama-uiturn.jp/fair/2018_uturn

　　
５．平成３０年度和歌山県職員採用試験のご案内

　　まもなく下記採用試験の受付を開始しますので、ご案内します。
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　（１）Ⅲ種（高校卒業程度）
　　　●受付期間　平成３０年８月７日（火）～２４日（金）
　　　●試験区分、採用予定人員、職務内容
　　　「一般事務」…２人程度
　　　　　　　　　　（知事部局又は教育委員会等における事務）
　　　「学校事務」…１５人程度
　　　　　　　　　　（県立学校又は市町村立小中学校等における事務）
　　　「警察事務」…５人程度
　　　　　　　　　　（警察本部等における事務）
　　　「土木」　　…２人程度
　　　　　　　　　　（知事部局等における道路、河川事業等に関する
　　　　　　　　　　　施工監理等の業務）

　（２）資格免許職職員
　　　●受付期間　平成３０年８月７日（火）～２４日（金）
　　　●試験区分、採用予定人員、職務内容
　　　「診療放射線技師」…２人程度
　　　　　　　　　　　　　（知事部局等における放射線検査等の専門業務及
　　　　　　　　　　　　　　び診療放射線に関する行政業務）
　　　「学校栄養職員」　…７人程度
　　　　　　　　　　　　　（市町村立小中学校又は県立学校における学校給
　　　　　　　　　　　　　　食の献立作成及び栄養指導等に関する業務）
　　　「司書」　　　　　…１人程度　
　　　　　　　　　　　　　（県立図書館における司書の業務）
　　　「船舶職員」　　　…１人程度
　　　　　　　　　　　　　（漁業取締船による漁業取締り、漁業調査船によ
　　　　　　　　　　　　　　る海洋調査及び船舶機関の運転整備等に関する
　　　　　　　　　　　　　　業務）　　

　（３）和歌山県立産業技術専門学院職業訓練指導員
　　　 ●受付期間　　
　　　　・郵送による受付 平成３０年８月１０日（金）～９月１３日（木）
　　　　　　　　　　　　消印有効
　　　　・持参による受付 平成３０年８月１０日（金）～９月１３日（木）　
　　　 ●試験区分、採用予定人員、職務内容
　　　　「職業訓練指導員（情報システム科）」　　
　　　　　　　　　　　　…１人程度
　　　　　　　　　　　　　（田辺産業技術専門学院（田辺市）においてＩＴ
　　　　　　　　　　　　　　人材を育成するうえで必要な知識や技能を習得
　　　　　　　　　　　　　　させるための職業訓練指導業務）

　　※詳しくはこちら
　　　https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/210100/annai.html

６．「第２回和歌山県データ利活用コンペティション」開催！
　　
　　次世代の日本を担うデータサイエンティストを育成すべく全国の高校生及
　　び大学生等を対象とした「和歌山県データ利活用コンペティション」を開
　　催します。
　　データ収集・分析に自身のある方、地域課題の解決に意欲的な方は、是非
　　ご応募ください。

　　●募集期間
　　 ・参加申込受付　平成３０年９月３日（月）～１８日（火）
　　 ・応募用紙受付　参加申込受付日～平成３０年１０月１６日（火）
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　　●募集テーマ
　　 ・高校生の部　高齢者が活躍できる社会づくり
　　 ・大学生の部　UIターン・若者の定住促進
　　●表彰・副賞
　　 ・大賞　　　　　（各部門１点）商品券２０万円
　　 ・データ利活用賞（各部門１点）商品券　５万円
　　 ・政策アイデア賞（各部門１点）商品券　５万円　
　
　　※詳しくはこちら
　　　https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/020100/compe.html　　

７．「第１８回和歌浦ベイマラソンwithジャズ（ジャズマラソン）」
　　まもなく申込〆切！

　　日本初のミュージックマラソンとしてスタートし、JAZZマラソンの愛称で
　　親しまれてきた「和歌浦ベイマラソンwithジャズ（ジャズマラソン）」も
　　今年で第18回目を迎えました。
　　マラソンが趣味の方、脚力に自信のある方、ジャスがお好きな方、心地良
　　い海風を感じたい方等々、多数の方のご参加をお待ちしております。
　　まもなく申込〆切なので、お急ぎください！

　　●日時　平成３０年１１月１１日（日）９：３０～順次スタート
　　●会場　和歌山マリーナシティ～中央卸売市場（和歌山港）
　　●種目　ハーフマラソン、１０ｋｍ、５ｋｍ、３ｋｍ、２ｋｍジョギング
　　　　　（個人及びファミリー）
　　●申込〆切
　　 ・ネット申込み　平成３０年８月３１日（金）
　　 ・郵便振替受付　平成３０年８月１３日（月）当日消印有効
　　　※振替払込用紙は、東京事務所でお受け取りできます。

　　 ※詳しくはこちら
　　　 
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/bunka_sports/1001120/1004393/index.
html

８．作品募集「南紀熊野ジオパークフォトコンテスト２０１８」

　　平成２６年８月２８日に日本ジオパークに認定されました南紀熊野ジオパ
　　ークの更なる魅力向上のため、フォトコンテストを開催します。
　　入賞作品は、南紀熊野ジオパーク推進協議会および構成団体のホームペー
　　ジやパンフレットなどに使用して、エリア内外に発信します。

　　●応募〆切　平成３０年１１月２３日（金）（郵送の場合は当日消印有効）
　　●テーマ　　南紀熊野ジオパークエリアの魅力が伝わる写真
　　●賞金・賞品
　　 ・最優秀賞（１点）　賞金５万円　
　　 ・優秀賞　（５点）　賞金２万円
　　 ・入　選（１８点）　地元産品(２，０００円相当)

　　※詳しくはこちら
　　　http://nankikumanogeo.jp/2018/07/04/3124/

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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１．わかやま紀州館（アンテナショップ）にて、和歌山が誇る高級ブランド
　　「あら川の桃」販売中！

　　和歌山県は３００年以上も前から桃の栽培を行っている歴史ある産地で、
　　全国では４番目で西日本一の出荷量を誇ります。
　　特に紀の川中流域は、水はけのよい地質と温暖な気候に恵まれ、桃の一大
　　産地を形成しています。
　　中でも紀の川市桃山町で栽培されている「あら川の桃」は、関西市場で高
　　評価を受ける和歌山県を代表する高級ブランドです。
　　わかやま紀州館（アンテナショップ）では、現在、「清水白桃（しみずは
　　くとう）」、「川中島白桃（かわなかじまはくとう）」を販売しておりま
　　すので、大切な方への贈り物に、また自分へのご褒美にいかがでしょうか
　　？
　　果汁たっぷり！甘くて美味しい「あら川の桃」を是非ご賞味下さい♪
　　
　　夏ばてに効く「新ショウガ」も販売しております！

　　わかやま紀州館（アンテナショップ）のご案内
　　http://www.kishukan.com/about/

　　東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館地下1階
 　 営業時間: 10:00～19:00 (日曜・祝日は10:00～18:00)
    03-6269-9434（物産） 03-3216-8000（観光）

２．和歌山大学観光学部　ミニ・オープンキャンパス in東京

　　関東圏の高校生や保護者の皆様、学校関係者を対象とした
　　「ミニ・オープンキャンパス」が、和歌山大学観光学部主催により
　　下記の通り開催されます。　　
　　当日は、入試制度を含む観光学部の概要説明、国内外で様々な活動
　　を行っている現役学生によるリレートーク、学生の目線から見た
　　観光学部での学びのご紹介などを予定。
　　「和歌山大学で開催されるオープンキャンパスに参加できない…」
　　「観光学部への入学を検討している」
　　「観光学部のことをもっと知りたい!」
　　など、ご興味のある方は是非この機会をご活用下さい。

　　●日時　平成３０年８月１０日（金）１２：３０～１４：００
　　●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
　　　　　　（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
　　●定員　５０人（事前申込が必要です）

　　※詳しくはこちら
　　　http://www.wakayama-u.ac.jp/tourism/news/2018062200038/

３．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、
　　「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
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　　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
　　　　　　（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
　　●定員　１００名
　　●入場料　無料（事前登録制）

　　※詳しくはこちら
　　　https://www.wakayama-u.ac.jp/ctr/news/2018060700103/

４．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/

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

６．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）
　　　
　　※詳しくはこちら
　　　https://www.pref.wakayama.lg.jp/bcms/prefg/082400/cruise/index.html
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７．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

８．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

ページ(8)



273.txt
　　　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】

　　平成最悪の豪雨災害となった西日本豪雨の後、災害級の猛暑が続き、また通
　常では考えられないコースを辿る台風など、最近の日本の気象は「異常」の一
　言に尽きると思われます。
　　大雨等の異常気象が予想される場合は、これまでの常識に囚われず、いち早
　く避難準備をしていただくことをおすすめします。
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２７３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、8月22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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