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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２７６号

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
時候の挨拶にどんなフレーズが合っているかなと思って探していますと「秋涼
の候」というフレーズをみつけました。「夏が終わり涼しくなった秋の季節で
すね」といった意味で今の季節にぴったりと思っていましたが、今週月曜日の
東京の最高気温は32.3℃と今年の猛暑を思い出すものでした。そうは言っても
10月、秋です。昔から秋と言えばと「芸術の秋」、「食欲の秋」と申しますの
で、私も先日、上野の美術館で絵画鑑賞、アメ横で昼食と「秋」を満喫してき
たところです。そして「スポーツの秋」ということで散策という名のウォーキ
ングを上野周辺で行ってまいりました。みなさまはどのような「秋」をお過ご
しでしょうか。
それでは、『TOKYO KEY STATION』第２７６号をお届けします。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

　　　　　　　　　　　　  【ヘッドライン】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．ICT和歌山フォーラムin東京を開催！
　　～テレワーク・サテライトオフィスによる働き方改革最前線～

２．しごと×くらしの移住相談会を開催！
　　～和歌山ではじめる、あたらしいワークスタイル＆ライフスタイル

３．第47回板橋区民まつり、第36回江東区民まつり中央まつりにみなべ町が出展！ 

４．第57回農林水産祭　実りのフェスティバルに和歌山県が出展!　

５．商工中金本店で和歌山県ロビー展を開催！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．先輩移住者と語る～起業編～！【開催間近】

２．オール和歌山ロケ 映画！【公開間近】
　　「ボクはボク、クジラはクジラで、泳いでいる。」

３．“ジャイアントパンダの赤ちゃん公開”＆“名前募集”！

４．真言密教で最も尊い儀式「結縁灌頂」を東京で！　

５．熊野本宮大社御創建2050年記念シンポジウムが明治神宮で開催！

６．＜募集開始> 和歌山県偉人顕彰シンポジウム！
　　　紀の国の偉人ー世界が認めた孤高の天才数学者ー

７．プレミアムフライデーは「和歌山」へ！

８．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！
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９．和歌山大学古本募金にご協力を！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

　　　　　　　　　　　　　  【詳　　細】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．ICT和歌山フォーラムin東京開催！
　　～テレワーク・サテライトオフィスによる働き方改革最前線～

　　和歌山のビジネス環境やサテライトオフィス整備など、テレワーク最新情報
　　をご紹介します。
 
　　●日　時：平成30年10月23日（火）17:00～19:30
　　●会　場：大手町パークビル3Ｆ　三菱地所内会議室
　　　　　　（東京都千代田区大手町1-1-1）
　　●定　員：150名　　
　　●入場料：無料（事前登録制）
　　●内　容：
　　　第1部 フォーラム（17:00～18:30）
 　　　・和歌山県プレゼンテーション
    　　「和歌山県のビジネス環境とIT企業誘致の取組」
 　　　・基調講演 経済産業省「IoTを活用した地域課題解決の方向性」
　　　　　経済産業省 商務情報政策局 情報技術利用促進課
　　　　　（ITイノベーション課）  企画官 大西 啓仁 氏
 　　　・和歌山県立地企業による事例紹介
　　　　　　クオリティソフト株式会社 代表取締役社長 浦 聖治 氏
　　　　　　株式会社セールスフォース・ドットコム 専務執行役員 伊藤 孝 氏
　 　　・白浜町でのワーケーション事業のご案内（三菱地所株式会社）
  　　第2部 交流会（18:30～19:30）
 　　　　（立食形式：和歌山県自慢の食材やお酒をお楽しみください。）

　　※申し込み及び詳細はこちら
　　　https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/062200/forum10.html

２．しごと×くらしの移住相談会を開催！
　　～和歌山ではじめる、あたらしいワークスタイル＆ライフスタイル～

　　和歌山への移住に関する気になることを相談してみませんか。
　　地域と移住者をつなぐ、ワンストップパーソン（移住担当者）だからこそ
　　知っている情報をお届けします。
　　これからはじめる、あたらしいワークスタイル＆ライフスタイルを見つけ
　　てください。

　　●日　時：平成30年10月20日（土）13:00～15:30
　　●会　場：NPOふるさと回帰支援センター
　　　　　　（東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館8階）

　　※申し込み及び詳細はこちら
　　　https://www.wakayamagurashi.jp/howto/event-info/6894
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３．第47回板橋区民まつり、第36回江東区民まつり中央まつりにみなべ町が出展！
　
　　みなべ町が第47回板橋区民まつり、第36回江東区民まつり中央まつりに出展
　　し、農産物、観光のPRをします。ぜひお越しください。

　(１)第47回板橋区民まつり
　　●日　時：平成30年10月20日（土）11:30 ～ 18:00
　　　　　　　（おまつりひろば／12:30 ～ 16:30）
　　　　　　　平成30年10月21日（日） 9:00 ～ 16:30
　　　　　　　（おまつりひろば／10:00 ～ 16:30）　
　　●会　場：区立グリーンホール前道路及び周辺
　　
　　※詳細はこちら
　　　http://itabashi-kanko.jp/fes.html 

　(２)第36回江東区民まつり中央まつり
　　●日　時：平成30年10月20日（土）21日（日）10:00 ～ 16:00　
　　●会　場：都立木場公園ほか

　　※詳細はこちら
　　　http://www.koto-kuminmaturi.jp/

４．第57回農林水産祭　実りのフェスティバルに和歌山県が出展!　

　　農林水産業と食をPRする「実りのフェスティバル」に今年も和歌山県が出展
　　します。このフェスティバルでは全国各地の郷土特産物の展示、販売される
　　ほか、試飲、試食等を楽しむことができます。
 
　　●日　時：平成30年11月2日（金）　10:00 ～ 17:00
　　　　　　 平成30年11月3日（土）　10:00 ～ 16:00 
　　●会　場：サンシャインシティ・ワールドインポートマートビル
　　　　　　　4階　展示ホールA

　　※詳細はこちら
　　　http://www.affskk.jp/index.html

５．商工中金本店で和歌山県ロビー展を開催！

　　株式会社商工組合中央金庫本店において、和歌山県の観光情報や、わか
　　やまの逸品「プレミア和歌山」のＰＲ展示を行います。ロビー展では、
　　高野山や熊野古道などの世界遺産をはじめ、サイクリングと旅を融合す
　　る「サイクリング王国わかやま」、自然をテーマにした「水の国、わか
　　やま。」、歴史・文化をテーマにした「わかやま歴史物語」など、和歌
　　山県の観光の楽しみ方を映像やパンフレットで紹介します。
　　また、「プレミア和歌山」の中からは、紀州産の棕櫚たわし、熊野のス
　　ギやクロモジから抽出されたアロマオイル、立木染のアクセサリーなど
　　を展示し、商工中金にお越しになるお客様に、和歌山県の魅力を発信し
　　ます。
　　なお、ロビー展は東日本大震災の復興支援を目的として、東北３県を対
　　象に平成27年から開催され、その後も他の都道府県を対象に続け、今回
　　の和歌山県で30回目となります。（※展示のみで販売はありません。）
　
　　●期　間：平成30年9月25日（火）～ 11月22日（木）
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　　　　　　 9:00～15:00(土日祝を除く)
　　●場　所：商工組合中央金庫本店　1階ロビー（東京都中央区八重洲 2-10-17）

　　※詳細はこちら
　　　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/kensei/shiryo.php?sid=27984
　　

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．先輩移住者と語る～起業編～！【開催間近】

　　和歌山に移住しカフェや農家民泊を起業されたゲストをお迎えして
　　移住や起業の“なにする？なにした話”を語り合います。移住や起
　　業の支援制度についてもご説明させていただきますので、地方の暮ら
　　しに関心のある方は、ぜひお気軽にご参加ください！！

　　●日　時：平成30年10月6日（土）13：00～15：30（12:30開場）　　
　　●会　場：ふるさと回帰支援センター（有楽町 東京交通会館8F）

　　※詳細・申込みはこちら
　　　https://www.wakayamagurashi.jp/howto/event-info/3703

２．オール和歌山ロケ 映画！【公開間近】
　　「ボクはボク、クジラはクジラで、泳いでいる。」

　　太地町にある「くじらの博物館」をメイン舞台に、新宮市、
　　那智勝浦町、串本町で撮影が行われた映画
　　『ボクはボク、クジラはクジラで、泳いでいる。』が
　　いよいよ10月12日（金）和歌山先行上映を皮切りに公開されます。
　　　　
　　※詳しくはこちら
　　　http://www.bokujira.com/

３．“ジャイアントパンダの赤ちゃん公開”＆“名前募集”！

　　8月14日に誕生したジャイアントパンダの赤ちゃんが9月13日（木）から
　　一般公開中。また、赤ちゃんパンダの名前を募集しており、名付け親に
　　なるチャンス。
　　東京から南紀白浜までは飛行機で70分と日帰りでパンダを観に行くこと
　　も可能！！間近でじっくりとパンダを観るなら南紀白浜のアドベンチャ
　　ーワールドで決まり。
　　
　　＜赤ちゃんパンダの公開＞
　　●公開開始　平成30年9月13日（木）～
　　●公開時間　10:15～10:35/14:40～15:00
　　●公開場所　アドベンチャーワールドブリーフィングセンター屋内
　　　　　　　（和歌山県西牟婁郡白浜町堅田2399番地）

　　※詳細はこちら
　　　http://www.aws-s.com/topics/detail?id=top1329
　　　
　　＜名前募集＞
　　●募集期間　平成30年9月13日（木）～平成30年11月16日（金）
　　●応募方法　ハガキ、インターネット、園内設置の応募用紙にて
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　　※詳細はこちら
　　　https://contact-aws.com/

４．真言密教で最も尊い儀式「結縁灌頂」を東京で！

　　「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。
　　8月1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/

５．熊野本宮大社御創建2050年記念シンポジウムが明治神宮で開催！

　　御創建2050年を契機として、明治神宮において記念シンポジウムを開
　　催します。第１部では、九鬼家隆（熊野本宮大社宮司）・荒俣宏（世
　　界遺産熊野本宮館名誉館長）・鈴木正崇（日本山岳修験学会会長）の
　　講演行われ、第２部では、“熊野本宮参詣曼荼羅”の絵解き実演や、
　　有識者を交えたパネルディスカッション、さらにシンポジウム終了後
　　は交流会も実施されます。

　　●日　時　平成30年11月24日（土）13:00開演
　　●会　場　明治神宮「参集殿」
　　●参加費　無料（事前申込制　定員300名）※交流会は参加費4,000円　
　　　　　　 
　　※詳細はこちら
　　　http://www.city.tanabe.lg.jp/files/20180903kumano.pdf

６．＜募集開始> 和歌山県偉人顕彰シンポジウム！
　　　紀の国の偉人ー世界が認めた孤高の天才数学者ー

　　和歌山県では、郷土にゆかりが深い人物を顕彰し、その名声を高める
　　ことを目的に、平成23年度から明治大学と連携し東京でシンポジウム
　　を開催しております。今年度は、和歌山県伊都郡紀見村(現橋本市)で
　　育ち、数学研究において前人未踏の業績を残した偉大な世界的数学者
　　である「岡潔」という人物にスポットをあてます。

　　●日　時　平成31年2月23日（土）13:30～16:30
　　●会　場　明治大学駿河台キャンパス　アカデミーコモン3階
　　●参加費　無料（事前申込制　定員1,000名）　
　　　　　　 
　　※詳細・申込みはこちら

ページ(5)



276.txt
　　　https://academy.meiji.jp/course/detail/4546/　　

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/

８．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

９．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
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　　　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】

秋の味覚の魚といえば、やっぱり秋刀魚。先日、妻が秋刀魚を買ってきたので、
私が調理してみました。秋刀魚に塩を振って10分程度置いた後、表面に出た水
分をしっかり拭き取るのがポイント。塩をすると水分と共にサンマの臭みも出
てきます。それを拭き取っておけば、臭みを抑えることができます。
（20年程前に視たＴＶ番組からの知識です。）ひっくり返すときに少し形が崩
れてしまいましたが、脂が乗った秋刀魚はパリッと焼け、とても美味しかった
です。
秋は「美味しい」が盛りだくさんの季節です。この「美味しい」季節を存分に
楽しみたいと思いますので、みなさまも存分にお楽しみください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２７６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、10月24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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