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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２８１号

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
ついこの間お正月を迎えたかと思ったら、もうすぐ節分ですね。
ニュースでは恵方巻の大量処分を防ぐ取り組みが注目されていますが、節分
と言えば、やはり豆まき。子どもの頃は、鬼のお面をかぶった父親に豆を投
げたものです。丁寧に年齢分の数を数えて豆を食べたのも良い思い出です。
それでは、節分によせて皆様のご健康を願いつつ、『TOKYO KEY STATION』
第２８１号をお届けします！
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

　　　　　　　　　　　　  【ヘッドライン】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．東京ガーデンテラス紀尾井町で「紀州わかやまフェア」を開催！

２．「木と住まいの大博覧会2019」に出展！紀州材をＰＲします！

３．「農業土木歴史偉人フォーラム」を開催します！

４．「米阪パイル織物株式会社（橋本市）」のプロジェクトを、
　　　　和歌山県クラウドファンディング活用支援対象に認定しました！

５．アサヒ飲料株式会社が県産「南高梅」を使用した『三ツ矢梅』を新発売！

６．和歌山県広川町・日本遺産認定記念シンポジウム
　　『百世の安堵～津波と復興の記憶が生きる広川の防災遺産～』を開催！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．Airbnb「2019年に訪れるべき19の観光地」の１つとして和歌山県が
　　日本で唯一選ばれました！

２．女優・笛木優子さんが南紀・熊野灘〔和歌山県〕をナビゲート 
　　「旅色」タイアップ特別誌を公開！

３．カルビー株式会社が県産「南高梅」を使用した
　　『ポテトチップスクリスプ　梅しお味』を新発売！！

４．就活サイクルプロジェクト　合同企業説明会を開催します！

５．「和歌山県職員採用説明会」を開催します！

６．株式会社伊藤園が『瞬間パック 和歌山みかん』を発売中！

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－【申込受付終了】
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８．プレミアムフライデーは「和歌山」へ！

９．和歌山大学古本募金にご協力を！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

　　　　　　　　　　　　　  【詳　　細】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．東京ガーデンテラス紀尾井町で「紀州わかやまフェア」を開催！

　　紀州徳川家の中屋敷があったゆかりの地で、今年もフェアが開催されま
　　す。初日の「バラ梅酒スパークリングワイン」の振舞いや、和歌山産食
　　材を使用したグルメフェア、歴史家による「紀州・紀尾井町に関する歴
　　史セミナー」などを予定しています。是非、お越しください。
　
　　○期間　平成31年2月15日（金）から2月28日（木）まで
　　○会場　東京ガーデンテラス紀尾井町
　　　　　　　　　　　　　（東京都千代田区紀尾井町1-2）

２．「木と住まいの大博覧会2019」に出展！紀州材をＰＲします！

　　和歌山県では、首都圏をはじめ県外における紀州材の需要拡大に積極的
　　に取り組んでいます。
　　この度の、木材と木造住宅に関する総合展示会「木と住まいの大博覧会」
　　に本県ブースを出展し、美しく、強度や耐久性に優れた紀州材の魅力を
　　広くＰＲします。

　　○日時　平成31年2月1日（金）10:00～17:00
　　　　　　　　　　2月2日（土）10:00～16:00
　　○会場　東京ビッグサイト西展示棟1･2ホール
　　　　　　　　　　（東京都江東区有明3-11-1）
　　○入場無料
　　○出展内容
　　　●紀州材製品見本の展示
　　　　ヒノキ無垢構造材（柱、梁桁等）
　　　　スギ・ヒノキの内装材（フローリング等）
　　　　家具（テーブルや椅子）や積み木　など
　　　●紀州材の特性に関するパネル展示
　　　●紀州材ＰＲパンフレット等の配布

　　※大博覧会の詳細はこちら　
　　　http://www.sumai-tokyo.jp/

３．「農業土木歴史偉人フォーラム」を開催します！

　　井澤弥惣兵衛（那賀郡溝ノ口村（現海南市野上新）出身）と大畑才蔵
　　（伊都郡中組学文路村（現橋本市）出身）は、江戸時代中期に「紀州
　　流土木工法」という独自の技術を導入し、紀州藩における利水･治水工
　　事（小田井用水路、亀池等）をはじめ、関東地方の見沼の干拓、見沼
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　　代用水など、全国で数々の用水路の開削や新田開発を行い、八代将軍
　　吉宗の享保の改革を支えました。
　　平成29年10月10日、小田井用水路（紀の川市）の歴史的、技術的、社
　　会的価値が国際かんがい排水委員会（ICID）に認められ、『世界かん
　　がい施設遺産』に登録されました。二人の偉業者の功績を振り返ると
　　ともに、農地や水利施設を守り次世代へ引き継いでいくことの大切さ
　　を再認識して頂くため、フォーラムを開催します。

　　○日時　平成31年3月14日（木）13:30～15:30（開場13:00～）
　　○会場　都道府県会館1階 大会議室
　　　　　　（東京都千代田区平河町２－６－３）
　　○内容　●基調講演
　　　　　　　「水の匠･水の司」‘紀州流’治水･利水の祖～井澤弥惣兵衛
　　　　　　　　高崎哲郎氏（作家･土木史研究家）
　　　　　　●歴史観光PR
　　　　　　　「今も残る‘紀州流土木工法’ゆかりの地と地域の魅力」
　　　　　　　　川村真也（わかやま紀州館 館長）　
　　○定員　300名（要事前申込み・無料）
　　○申込先　和歌山県 農業農村整備課
　　          TEL:073-441-2944  FAX:073-425-0287
              E-mail:e0705001@pref.wakayama.lg.jp

　　※パンフレット及び申込用紙はこちら
　　　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/28668_0.pdf

４．「米阪パイル織物株式会社（橋本市）」のプロジェクトを、
　　　　和歌山県クラウドファンディング活用支援対象に認定しました！

　　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て実現に向けた支援を行うほか、事業
　　計画を県の認定プロジェクトとして広く発信するとともに、その後の事
　　業展開を支援します。

　　認定プロジェクト（31件目）
　　〇事業者　米阪パイル織物株式会社（橋本市）
　　○認定プロジェクト名
　　　薄手なのに、ふんわりあたたか。
　　　　冷える身体をそっとくるむ綿100%の「マユケット」
　　〇連携金融機関：紀陽銀行

　　※詳細はこちら
　　　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/kensei/shiryo.php?sid=28718

５．アサヒ飲料株式会社が県産「南高梅」を使用した『三ツ矢梅』を新発売！

　　和歌山県では、わかやま産ブランドの向上と県産食材の消費拡大を目的
　　に、食品メーカーの県産品採用に向けた取組を積極的に行っています。
　　このたび、アサヒ飲料（株）から「南高梅の梅ピューレ」を使った『三
　　ツ矢梅』が発売されました。2013年の発売以来、『三ツ矢梅』ブランド
　　の梅炭酸飲料はご好評を頂いていますが、新たに梅ピューレを使用する
　　ことで、より一層、上品で芳醇な香りとスッキリとした後味が感じられ
　　る味わいに仕上げられています。今回より、大容量の1.5L容器も展開さ
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　　れています。

　　○商品名　三ツ矢梅 
　　○容器・容量　PETボトル 500ml、PETボトル 1.5L
　　○希望小売価格　500ml 140円（税別）、1.5L 320円（税別）
　　○発売日　平成31年1月22日(火曜日) 
　　○発売地域等　全国のコンビニ、量販店、ドラッグストア

６．和歌山県広川町・日本遺産認定記念シンポジウム
　　『百世の安堵～津波と復興の記憶が生きる広川の防災遺産～』を開催！

　　文化庁認定の日本遺産に、広川町の「百世の安堵」が選定されました。
　　「稲村の火」、「濱口悟陵」で知られる防災遺産にまつわる物語。忘れ
　　てはならない、その災害の記憶を次世代へとつなげるため、様々な分野
　　で日本文化を伝承することに取り組む方々と共にシンポジウムを開催し
　　ます。

　　○日時　平成31年3月3日（日）13:00～15:50（開場12:30）
　　○会場　イイノホール＆カンファレンスセンター
　　　　　　　　　　　　　　（東京都千代田区内幸町2-1-1）
　　○定員　500名（要事前申込み・無料）
　　○内容　●基調講演
　　　　　　　「歴史を学び、歩みだすこと～広川町 防災遺産～」
　　　　　　　　中江有里氏（女優･作家）　
　　　　　　●パネルディスカッション
　　　　　　　「日本が誇る防災遺産」
　　　　　　　　中江有里氏
　　　　　　　　藤井聡氏（京都大学教授）
　　　　　　　　西岡利記氏（広川町日本遺産推進協議会会長･広川町長）
　　　　　　　　嶋谷泰典氏（大阪大学共創機構 広報室長 特任教授）
　　　　　　●日本遺産トーク＆ライブ
　　　　　　　「日本が誇る伝統文化を次世代へ」
　　　　　　　　東儀秀樹氏（雅楽師）

　　※受付専用サイトはこちら
　　　https://www.mainichi-ks.jp/form/hirogawa1903/
　　　　

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．Airbnb「2019年に訪れるべき19の観光地」の１つとして和歌山県が
　　日本で唯一選ばれました！

　　世界的な宿泊施設予約サイトAirbnbが12月3日に公表した
　　「2019年に訪れるべき19の観光地」の1つとして、
　　和歌山県（Wakayama Prefecture）が日本で唯一選ばれました。

　　※詳細はこちら
　　　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/28577_0.pdf

２．女優・笛木優子さんが南紀・熊野灘〔和歌山県〕をナビゲート 
　　「旅色」タイアップ特別誌を公開！

　　熊野灘捕鯨文化継承協議会（和歌山県観光振興課内）は、電子雑誌「旅色」
　　と提携し、豊かな自然が作り出す絶景、世界遺産の熊野古道をはじめとする
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　　神秘的なスポット、海のアクティビティなど、多彩な観光資源を持つ南紀・
　　熊野灘〔和歌山県〕を特集する特別誌を公開しました。今回の特別誌では、
　　数々のドラマや映画で幅広い役柄を演じる女優の笛木優子さんが、和歌山県
　　の魅力を紹介します。

　　○公開期間　平成30年12月25日（火）～平成31年3月25日（月）

　　※詳細はこちら
　　　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/28605_0.pdf

３．カルビー株式会社が県産「南高梅」を使用した
　　『ポテトチップスクリスプ　梅しお味』を新発売！！

　　和歌山県では、わかやま産ブランドの向上と県産食材の消費拡大を目的に、
　　食品メーカーへの県産品採用に向けた取組を行っています。
　　このたび、カルビー株式会社から、県産「南高梅」を使った
　　『ポテトチップスクリスプ　梅しお味』が、全国発売されます。
　　この商品は、県産南高梅の絶妙な甘味と酸味のバランス、甘酸っぱい上品
　　な香りをお楽しみいただけ、食べ飽きない味に仕上がっています。

　　○販売期間　コンビニ　平成31年1月7日（月）～4月（予定）
　　　　　　　　量 販 店　平成31年1月14日（月）～4月（予定）＊期間限定
　　○販売地域　全国のコンビニ、量販店
　　※和歌山県産南高梅を梅肉パウダー中に90％使用しています。

　　※詳細はこちら
　　　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/28578_0.pdf

４．就活サイクルプロジェクト　合同企業説明会を開催します！

　　和歌山県では、結婚や出産等で離職した女性、定年退職した方、都会で
　　働く人が県内で再び働いていただくため、２月を就活強化月間と定めて
　　４月の就職を目指す「第２の就活サイクル」を推進しています。
　　２月に県内４か所で合同企業説明会を開催しますので、再就職を希望さ
　　れる皆さま、ぜひ、ご参加ください。 
　　皆さまの力を必要とする企業がお待ちしております。
 
　　※詳細はこちら
　　　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/28551_0.pdf

５．「和歌山県職員採用説明会」を開催します！

　　平成31年度和歌山県職員採用Ⅰ種試験及び資格免許職職員採用試験の
　　受験を検討している方を対象に、下記のとおり採用説明会を開催します。
　　なお、次年度以降に受験を検討している方や家族の代理参加も可能です。

　　○日時・場所
　　　平成31年3月1日（金）13:00～17:00　　
　　　和歌山県民文化会館（和歌山市小松原通1-1）

　　※詳細はこちら
　　　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/28520_0.pdf
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６．株式会社伊藤園が『瞬間パック 和歌山みかん』を発売中！

　　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）

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－【申込受付終了】

　　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）　
　　　　　　 
　　※このシンポジウムには定員を超えるお申し込みを頂きましたので、
　　　受付を終了しました。多数のお申し込みを頂き、誠にありがとう
　　　ございました。

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。
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　　※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/
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【編集後記】
　新宮市の神倉神社では、毎年２月６日に歴史ある火祭り「御燈祭り」が
　行われます。白装束に荒縄を締めた「上り子（のぼりこ）」と言われる
　男子が、松明を持って急峻な石段を駆け下りる勇壮な祭りです。10年前
　に参加しましたが、あまりの勾配とぐらぐら動く石段に足がすくみ、一
　段一段踏みしめて歩いて下りるのがやっとでした。我先にと一目散に駆
　け下りる上り子は本当に凄いと思いました。和歌山に戻ったら、また参
　加してみたいと思います。
　全国でインフルエンザが猛威を奮っています。まだまだ寒い毎日が続き
　ますので、くれぐれもご自愛ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２８１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、2月20日（水）の予定です。
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（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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