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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２７９号

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
冬の足音が聞こえてきて、朝晩に冷え込む日も多くなってきましたね。
寒い時期は、日本一の和歌山県産みかんを食べて体調管理に努めたいものです。
それでは、『TOKYO KEY STATION』第２７９号をお届けします！
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

　　　　　　　　　　　　  【ヘッドライン】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．わかやまでベンチャーin東京開催！

２．赤ちゃんパンダの名前　投票開始！

３．ヤフー・ショッピング「ふるさと和歌山わいわい市場」でお歳暮・冬ギフトを特集！

４．好評につき本年も株式会社伊藤園が『瞬間パック 和歌山みかん』を発売！

５．わかやま春季インターンシップ2019 参加学生募集！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．和歌山移住イベントin東京　｢なにする？わかやま｣開催！(締め切り間近)
　　　～地域のナリワイを引き継ぐ～
　
２．ダノンジャパン株式会社が県産「あんぽ柿」を使用したヨーグルトを新発売！

３．江戸東京博物館で企画展「玉 TAMA －古代を彩る至宝－」を開催！

４．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－

５．プレミアムフライデーは「和歌山」へ！

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！

７．和歌山大学古本募金にご協力を！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

　　　　　　　　　　　　　  【詳　　細】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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１．わかやまでベンチャーin東京
　　　都市圏でのUIJ ターン創業希望者等の発掘・気運醸成を目的にセミナーを開催しま
す。
　　県内での創業のメリットや県の支援策等もご紹介いたします。

　　○日　時：12月15日（土） 14：00～17：30
　　○場　所：フクラシア丸の内オアゾ（東京都千代田区丸の内1-6-5）
　　○次　第： 
　　◇開会挨拶 和歌山県
　　◇基調講演 glafit㈱ CEO 鳴海 禎造 氏
　　◇パネルディスカッション 
　　パネラー(講演者)： glafit㈱ CEO 鳴海 禎造 氏
　　パネラー：CONSERVA 代表 金丸 知弘 氏
　　パネラー：㈱日本政策金融公庫 和歌山支店 支店長 飯田 圭一 氏
　　パネラー：4D センサー㈱ 代表取締役社長 柾谷 明大 氏
　　ファシリテーター：㈱ゼロワンブースター 共同代表 合田 ジョージ 氏
　
　　※詳細はこちら
　　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/28209_0.pdf

２．赤ちゃんパンダの名前　投票開始

　　白浜のアドベンチャーワールドでは、8月に生まれた赤ちゃんパンダの名前の
　　最終候補を4つ選定し、11月22日より名前を決めるための最終投票を募ります。
　　なお、4つの候補は、赤ちゃんパンダの名前募集（9月13日～11月16日実施）で
　　集まった12万を超える応募の中から、応募数、名前に込められた思い等を
　　踏まえて選ばれました。

　　○投票受付期間：11月22日（木）～12月8日（土）
　　○投票受付方法　
　（１）アドベンチャーワールドパーク内にて投票受付
　（２）.インターネットによる投票受付（サイトは22日10時オープン）
　　 　　https://contact-aws.com　※１人１回限りとなります。
　　○名前候補：「恵浜（けいひん）」「彩浜（さいひん）」
　　　　　　　　「舞浜（まいひん）」「夢浜（ゆめひん）」
　　　
　　※詳細はこちら
　　　http://www.aws-s.com/topics/detail?id=top1384

３．ヤフー・ショッピング「ふるさと和歌山わいわい市場」でお歳暮・冬ギフトを特集！
　　
　　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、お歳暮・冬ギフトの特集を行います。
　　今年１年お世話になった大切な方に、感謝の気持ちを伝えるためお歳暮・冬ギフトを
　　活用してみませんか。送った方に喜ばれる和歌山県産品を取り揃えました。
　　期間中は送料無料ですので、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　平成３０年１２月１日（土）～１２月２１日（金）

　　※詳細はこちら
　　　https://store.shopping.yahoo.co.jp/waiwai071700/

４．好評につき本年も株式会社伊藤園が『瞬間パック 和歌山みかん』を発売！

　　株式会社伊藤園（社長：本庄大介、本社：東京都渋谷区）から、県産「みかん」果
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　　汁を使った『瞬間パック 和歌山みかん』が、１２月１０日（月）より全国で発売さ
れます。
　　この商品は、おいしさがのる「旬の時期」に収穫した県産みかんを使用したストレー
ト100％
　　飲料です。旬のみかんを搾り、極力熱をかけず、そのままその日のうちに瞬時にパッ
クするこだ
　　わり製法により、まるでみかんをほおばるようなみずみずしい味わいをお楽しみいた
だけます。

　　（商品概要）
　　○商品名：瞬間パック 和歌山みかん
　　○容器・容量：紙パック　２００ml
　　○希望小売価格：１５０円（税別）
　　○発売日：平成３０年１２月１０日（月）
　　○販売地域：全国のコンビニ、量販店（数量限定）

５．わかやま春季インターンシップ2019 参加学生募集！
　　
　　和歌山県では、大学生等が夏季（７月～９月）に県内の企業・団体で一定期間就業体
験を行う
　　「和歌山県インターンシップ推進事業」を実施しています。
　　今年度から新たに和歌山市との共催により、学生の春季休業期間中に合わせて、
　　インターンシップを実施します。多くの学生の皆様のご参加をお待ちしております。
　　
　　○実施期間　平成３１年２月１２日（火）～平成３１年３月１０日（日）
　　○対象学生　大学１～３年生、大学院１年生、短大１年生、高専２～４年生、専攻科
１年生、専門学校生
　　○参加企業数　 県内企業73社（「参加企業一覧」を参照）※11月20日現在
　　○問い合わせ先　073-431-7400　和歌山県経営者協会　春季インターンシップ事務局

　　※詳細はこちら
　　　http://w-keikyo.com/shunki/　

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．和歌山移住イベントin東京　｢なにする？わかやま｣開催！(締め切り間近)
　　　～地域のナリワイを引き継ぐ～
　
　　地方で働く方法の一つに「継業」という働き方があります。
　　イベントでは、実際に和歌山で「継業」を行っている事業主と移住者をゲス
　　トに迎えたトークセッションのほか、移住や起業・継業の支援制度もご紹介
　　します。
　　今「継業」が大きな注目を集めています。“地方での暮らし”に関心のある
　　方はぜひお気軽にご参加ください！

　　●日　時:2018年12月8日(土)　17:30～20:00
　　●会　場:ふるさと回帰支援センターセミナールーム（有楽町東京交通会館8F）
　　●定　員:先着３０人まで

  　※詳細はこちら
　　　　https://www.wakayamagurashi.jp/howto/event-info/6962

２．ダノンジャパン株式会社が県産「あんぽ柿」を使用したヨーグルトを新発売！

　　このたび、ダノンジャパン株式会社（本社：東京都目黒区、社長：ルイス・
　　ファリア・エ・マイア）が、県産の「あんぽ柿」を使用した商品を「ダノン 
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　　和　Selection」ブランドから新発売することになりました。

 　「ダノン 和Selection」ブランドは、ダノンジャパンとして初めて日本の伝
　　統食材にこだわった日本独自のブランド新たなブランドで、本商品は第一弾
　　の発売となります。この商品は、JAグループから調達した「あんぽ柿」と、
　　濃密でとろっとした味わいの新しいヨーグルトを合わせた、大人感覚の“デ
　　ザートヨーグルト”に仕上がっています。県では、今後もJAグループと連携
　　し、県産品のすばらしさを発信していきます。

　 （商品概要）
　　●商品名：ダノン　和Selection」 ほうじ茶風味　柿果肉入り
　　●内容量：90g（１カップ）
　　●希望小売価格：オープン価格
　　●発売日：平成３０年１１月１９日（月）通年販売
　　●発売地域等：全国の量販店、コンビニエンスストアなど

　　※詳細はこちら
　　　　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/kensei/shiryo.php?sid=28287

３．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/

４．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（おかきよし）」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/　　

５．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
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　　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/

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！
　　
　　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

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
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　　　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】
　年内の定期発行はこれで最後です。元号が変わると認識できる珍しい
　年の瀬ですね。平成の内にやり残した事がないようにしたいものです。
　来年も和歌山情報満載でお送りします。引き続きご期待ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２７９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、1月9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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