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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２７７号

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
最近は最高気温が20度を下回る日もあり、秋も深まってまいりました。皆様
は読書の秋、食欲の秋、スポーツの秋を堪能されているでしょうか？新しい
ことを始めるには格好の季節ですね。
それでは、『TOKYO KEY STATION』第２７７号をお届けします！
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

　　　　　　　　　　　　  【ヘッドライン】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．日本橋三越本店で「和歌山の柿フェア」を開催！

２．東京交通会館１階サンプリングエリアで和歌山の柿をPR！

３．ヤフー・ショッピング「ふるさと和歌山わいわい市場」で柿を特集！

４．美味しい国産農産物チャリティ頒布会に和歌山県が初参加！

５．江戸東京博物館で企画展「玉 TAMA －古代を彩る至宝－」を開催！

６．移住イベント　Kii Turn ～人生を変えるカギ～　を開催！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．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!【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．商工中金本店で和歌山県ロビー展を開催！

５．真言密教で最も尊い儀式「結縁灌頂」を東京で！　

６．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！

７．岡潔シンポジウム！
　　　紀の国の偉人 －世界が認めた孤高の天才数学者－

８．プレミアムフライデーは「和歌山」へ！

９．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！

10．和歌山大学古本募金にご協力を！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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　　　　　　　　　　　　　  【詳　　細】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．日本橋三越本店で「和歌山の柿フェア」を開催！

　　今年もやります！和歌山県と日本橋三越本店の取組が今年はバージョンアッ
　　プ♪柿でハロウィンのＰＲや（株）新宿高野のフルーツクチュリエ森山登美
　　男氏によるフルーツカッティング教室（※１）など和歌山の柿の魅力を余す
　　ところなく感じていただける８日間となっています！
　　
　　●期　間　平成30年10月24日（水）～平成30年10月31日（水）
　　●場　所　日本橋三越本店 本館地下１階 食品「日本橋食賓館」
　　●和歌山県産水産物フェアも同店地下1 階「吉川水産」で24日～31日に開催
　　　予定

　　（※１）
　　森山登美男フルーツクチュリエによる和歌山の柿フルーツカッティング教室
　　●日　時　平成30年10月27日（土） 11：00～12：00
　　●場　所　日本橋三越本店 本館７階 はじまりのカフェＦＯＲＥＳＴゾーン
　　●内　容
　　・食卓を華やかにするフルーツカッティングのコツ
　　・ハロウィンに使えるアレンジ
　　・わかやまポンチの試食　など
　　●定　員　先着16名 ※要事前申込
　　●受講料　2,160円（税込） ※当日会場で支払
　　●申込先　日本橋三越はじまりのカフェ受付（TEL: 03-3274-8843） 

２．東京交通会館１階サンプリングエリアで和歌山の柿をPR！

　　東京交通会館１階サンプリングエリアで和歌山の柿の試食（数量限定）、即
　　売会を開催します。実際に柿を生産している農家やゆるキャラも登場して会
　　場を盛り上げます！

　　●日　時　平成30年10月28日（日） 11：30～17：30
　　●場　所　東京交通会館（千代田区有楽町2-10-1）
　　　　　　　１階サンプリングエリア
　　※数量限定のため売切などにより予定時間より早く終了する場合がございま
　　　す。ご了承ください。

３．ヤフー・ショッピング「ふるさと和歌山わいわい市場」で柿を特集！

　　和歌山県産品のお取り寄せサイトのヤフー・ショッピング「ふるさと和歌
　　山わいわい市場」で、柿の特集を行っています。

　　今回、産地の特徴である昼夜の温度差が大きいという気候を生かして、大切
　　に育てられた甘くて色付きの良い高品質の柿を紹介しています。青果の柿は
　　もちろん、あんぽ柿や柿酢などの加工食品も取り扱っています。この機会を
　　ぜひお見逃しなく、お買い求め下さい！

　　●特集期間　平成30年10月19日（金）～11月30日（金）
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　　　※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。
　　●掲載場所
　　　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」
　　　「柿」コーナー内
　　　【URL】https://store.shopping.yahoo.co.jp/waiwai071700/

４．美味しい国産農産物チャリティ頒布会に和歌山県が初参加！

　　銀座料理飲食業組合連合会主催で毎年開催されているチャリティ頒布会に今
　　年は和歌山のブースが出展します！ブースではみかん、柿、ガーベラ、梅干
　　しとわかやま紀州館で使える割引券をセットにしてご用意しています。是非
　　お立ち寄りください。

　　●日　時　平成30年10月27日（土）
　　　　　　　　12：30～ オープニングセレモニー
　　　　　　　　13：00～ チャリティ頒布会（無くなり次第終了）
　　●場　所　数寄屋橋公園　５丁目側
　　※チャリティ参加には１００円以上の寄付が必要です
　　※詳細はこちら　
　　　http://ginza-ryouin.jp/?p=16652

５．江戸東京博物館で企画展「玉 TAMA －古代を彩る至宝－」を開催！

　　古くより人々は、身を飾る美しさだけでなく、魂・霊（タマ）に通じる神秘
　　性を見いだし、玉を特別な存在として大切に取り扱ってきました。また、古
　　代の権力構造や地域間関係、さらには精神世界を解明するうえで、玉は極め
　　て重要な手がかりとなります。この企画展では、和歌山県をはじめ全国各地
　　から選りすぐった国宝・重要文化財を含む古墳時代の出土玉類を中心に、い
　　にしえの人々の美意識の結晶ともいえる玉を通して、古代日本の歴史・文化
　　が広く紹介されます。

　　●期　間　平成30年10月23日（火）～平成30年12月9日（日）
　　●場　所　江戸東京博物館　常設展示室内　5F企画展示室
　　※詳細はこちら
　　　http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/

６．移住イベント　Kii Turn ～人生を変えるカギ～　を開催！

　　移住することが、「家族がひとつになった」「自然の中で生きている実感が
　　わいた」など新たな暮らしを開くカギになることもあります。そんな経験を
　　もつ３人のゲストが体験を語ります。イベントでは、珈琲と和歌山銘菓を楽
　　しみながらのテーブルトーク（座談会）もありますので、お気軽にお越しく
　　ださい。

　　●日　時　平成30年11月4日（日）14:00～16:00（13:30開場） 
　　●場　所　LEAGUE有楽町（千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館6F）
　　●定　員　30名（先着順）
　　※申し込み及び詳細はこちら
　　　https://www.wakayamagurashi.jp/
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◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．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!【開催間近】

　　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

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
　　
　　※詳細はこちら
　　　https://contact-aws.com/

４．商工中金本店で和歌山県ロビー展を開催！
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　　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）
　　　　　　 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

５．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/

６．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　
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　　※詳細はこちら
　　　http://www.city.tanabe.lg.jp/files/20180903kumano.pdf

７．岡潔シンポジウム！
　　　紀の国の偉人 －世界が認めた孤高の天才数学者－

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

８．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/

９．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

10．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
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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/
　■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】

今回、柿のイベント等をいくつかご紹介させていただきました。柿にはカリウ
ムやビタミンＣ、βカロテンなどの栄養がたっぷり含まれています。体調を崩
しやすいこれからの季節、家族みんなで柿を食べて風邪の予防に努めたいと思
います。皆様も体調管理にはお気をつけください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２７７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、11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
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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
　　電　話　03-5212-9057 ＦＡＸ　03-5212-9059
　　メール　e0006011@pref.wakayama.lg.jp
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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