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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２８７号

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
∽∽∽∽∽∽∽

梅雨の季節に入りましたが、仕事帰りの夕刻に見る雨上がりの紫陽花と木々
の緑がさわやかで、この季節も案外悪くないと感じる今日この頃です。

それでは今回も和歌山のとっておきの情報『TOKYO KEY STATION』第２８６号
をお届けします！

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
∽∽∽∽∽∽∽

　　　　　　　　　　　　  【ヘッドライン】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．令和の時代の新しい生き方・働き方「ワーケーション」に関するフォー
　　ラム及び「ワーケーション・スタートアップ宣言」署名式の開催！

２．セイカ(株)の専務取締役・竹田元則さんの写真展｢木の国悠久の大地｣が
　　リコーイメジングスクエア新宿のギャラリーで開かれます！

３. わかやま｢the 仕事人｣展を有楽町で開催！

４．紀州わかやま発｢新しい生活のヒント｣～わかやまの森林、林業、山村と
　　暮らしを愉しむ人たち～を有楽町で開催

５．和歌山大学観光学部 ミニ・オープンキャンパス in 東京

６．令和元年度版プレミア和歌山カタログを発行しました！

７．ヤフー・ショッピング「ふるさと和歌山わいわい市場」で青梅を特集！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．【和歌山ロケ映画】柴田啓佑監督作品「あいが、そいで、こい」公開！

２．地方とつながる出会いの場！「《移住》井戸端会議in東京」開催！

３．宮本静“ふるさと癒やし歌”東京・銀座コンサート開催！

４．「ねんりんピック紀の国わかやま2019」大会メダル完成！

５．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．令和の時代の新しい生き方・働き方「ワーケーション」に関するフォー
　　ラム及び「ワーケーション・スタートアップ宣言」署名式の開催！

　　和歌山県は、 （一社）日本テレワーク協会及び長野県と協力し、 ワー
　　ケーションを全国的に普及させるため、 ７月18日に東京でフォーラム
　　を開催します。 フォーラムでは、 和歌山県と長野県で「ワーケ?ショ
　　ン自治体協議会」設立に向けた協力確認書の署名式も実施します。

　　日　時　　令和元年7月18日（木）14時～17時頃
　　　　　　 （交流会　会合終了後に1時間30分程度実施）
　　場　所　　大手町プレイス　カンファレンスセンター2階ホールA・B
　　　　　 　（東京都千代田区大手町2-3-1）
　　主　催　　一般社団法人日本テレワーク協会
　　特別協力自治体　和歌山県、長野県
　　対象者　　ワーケーションに関心のある自治体・企業等
　　申込方法　「和歌山ワーケーションプロジェクト」ホームページより
　　　　　　　　※交流会のみの参加はできません。
　　申込締切　令和元年7月17日（水）正午
　　参加費用　無料
　　定  員    300名（応募多数の場合は、締切をさせていただきます）

　　詳細はこちら
　　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/kensei/shiryo.php?sid=29433　　

２．和歌山市に本社を持つセイカ(株)の専務取締役・竹田元則さんの写真展
　　｢木の国悠久の大地｣がリコーイメジングスクエア新宿で開かれます！

　　今回の写真展では竹田氏の高い撮影技術と審美眼で熊野古道や高野山、
　　古座川町の水辺など和歌山の自然と風土、そしてそこに暮らしてきた人
　　々の築いた軌跡をカラー作品約35点で構成。 

　　会　期　2019年6月19日（水）～　7月1日（月）
　　時　間　10：30～18：30（最終日16：00終了）
　　会　場　リコーイメージングスクエア新宿ギャラリーI＆II 
　　連絡先　〒163-0690　東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービルMB
　　　　　　（中地下1階）℡0570‐006371　担当：和田
　　
　　詳しくはこちら
　　　http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/community/squareshinjuku/2019/06/2019
0619.html　

３．わかやま｢the 仕事人｣展を東京で開催！
　　
　　山の幸に海の幸。和歌山の名産品は数多くありますが、本当の魅力は、
　　“はたらく人”。 ネットで日本一みかんを売る会社の社長から日本で
　　一番パンダの繁殖に成功しているアドベンチャーワールドの飼育員まで。
　　５人のプロフェッショナルが「はたらく」を語る！「人の幸」感じるト
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　　ークイベントです。

　　日　時　 2019年7月12日（金）18:30?20:30（18:15開場）
　　場　所 　NPO法人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３階ｸﾞﾘｰﾝﾙｰﾑ）
　　定　員　 100名（先着・事前予約優先）

    詳しくはこちら
　　　http://www.shigoto-ryokou.com/wakayama

４．紀州わかやま発｢新しい生活のヒント｣～わかやまの森林、林業、山村と
　　暮らしを愉しむ人たち～を有楽町で開催

　　自然が豊かな地方暮らしでは、「山の仕事」である『林業』が仕事の選
　　択肢のひとつ。現地で「山を育む・活かす・支える」ゲストから、知れ
　　ば知るほど面白い、林業の話を聞けるトークイベントです。

　　日　時　2019年7月28日（日）12:00?14:00
　　場　所　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４階）

　　詳細はこちら
　　　https://www.wakayamagurashi.jp/howto/event-info/9192

５．和歌山大学観光学部 ミニ・オープンキャンパス in 東京

　　和歌山大学観光学部では、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」を下記の通り開催いたしま
　　す。
　　学問としての「観光学」に触れていただく模擬講義「民族文化と観光」
　　のほか、本学部での学びや国内外での様々な活動、そして進路等につい
　　て、在学生に直接質問していただけます。

　　日　時　2019年8月21日（水）14時～16時30分
　　場　所　フクラシア品川クリスタルスクエア3階　会議室F
　　　　　　（東京都港区港南1-6-41）

　　詳細はこちら
　　　http://www.wakayama-u.ac.jp/tourism/news/2019061900066/

６．令和元年度版プレミア和歌山カタログを発行しました！

　　和歌山県では、平成20年度から県産品のブランド化を進めるため、農林
　　水産物　　加工食品、工芸品等の中でも特に優れたものを、『プレミア
　　和歌山』として認定し推奨しています。
　　今回、平成30年度(第11回)認定分を含めた令和元年度版カタログを発行
　　しましたのでお知らせします。

　　令和元年度版プレミア和歌山カタログの概要
　　　認定商品  令和元年度認定分を含めた商品一覧
　　　掲載品目  ５８０品目　
　　　　　　　　　　内訳　　製造物分野　　４７０品目
　　　　　　　　　　　　　　生鮮物分野　　　９４品目
　　　　　　　　　　　　　  観光資産分野　　１６品目
　  　内　　容　写真とともに、商品内容、おススメポイントなどを紹介
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　　　　　　　　認定事業者の一覧と認定された商品名を掲載
　　　　　　　　作り手の思いが伝わる「プレミアなストーリー」を紹介
  　　規　　格　Ａ４カラー・１３３ページ
    　配置場所　和歌山県企業振興課、わかやま紀州館、東京事務所 等
　　
　　詳細はこちら
　　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/kensei/shiryo.php?sid=29460

７．ヤフー・ショッピング「ふるさと和歌山わいわい市場」で青梅を特集！

　　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、今が旬の青梅の特集を行います。
　　梅酒や梅シロップづくりに最適な青梅から、梅干用の完熟梅まで、用途
　　に合わせた様々な梅が入手できるのは産地のネットショップならでは。
　　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　令和元年6月6日（木）～6月30日（日）
　　　＊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」
　　　　　　　「青梅特集」コーナー内
　　　　　　    https://store.shopping.yahoo.co.jp/waiwai071700/

　　詳細はこちら
　　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/kensei/shiryo.php?sid=29458
　　

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．【和歌山ロケ映画】柴田啓佑監督作品「あいが、そいで、こい」公開！
　　
　　『カメラを止めるな！』を産み出したシネマプロジェクトの第8弾作品！
　　柴田啓佑監督初長編映画、主演小川あんさんとワークショップオーディ
　　ションキャストによる真夏の青春映画が公開されます。是非ご覧くださ
　　い！！（※なお、撮影は和歌山（田辺、白浜）で行っているのですが、
　　映画の中では和歌山というのは出てこないようです。和歌山の人には方
　　言と景色で分かるようです。）　　

　　≪ストーリー≫
　　2001年の夏、海辺の田舎町に住む高校生・萩尾亮は、同級生の学、小杉、
　　堀田と共に高校最後の夏休みを過ごすことになった。ある日、イルカの
　　調教師を夢見て台湾からやってきた留学生・王佳鈴(ワンジャーリン)と
　　出逢う。イルカや海を嫌う亮はリンと対立するが、彼女の来日した本当
　　の想いを知ったことをきっかけに心を通わせることとなる…。

　　上映期間　令和元年6月22日（土）～7月12日（金）
　　上映場所　新宿K's cinema
　　
　　詳細はこちら
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　　http://www.ks-cinema.com/movie/aisoikoi/

２．地方とつながる出会いの場！「《移住》井戸端会議in東京」開催！

　　東京で開催する東海近畿エリアの合同移住交流イベント「《移住》井戸
　　端会議in東京」に和歌山県からも出展！井戸端会議のように気軽にお喋
　　りを楽しみながら、地域の人との新しい出会いを見つけませんか？和歌
　　山県からは、和歌山市・紀美野町・橋本市・日高川町・田辺市の５市町
　　とわかやま定住サポートセンター（和歌山県総合相談）がブース出展し
　　ます！

　　日時　令和元年7月6日（土）11:00～17:00
　　場所　東京交通会館12階
　　　　　（有楽町駅すぐ・東京都千代田区有楽町2-10-1）
　　内容　・相談コーナー
　　　　　・移住座談会
　　　　　・地域のオモシロしごと情報
　　　　　・移住パッケージプラン
　　　　　・キッズスペース

　　詳細はこちら
　　https://www.wakayamagurashi.jp/howto/event-info/8948

３．宮本静“ふるさと癒やし歌”東京・銀座コンサート開催！

　　島根生まれで小学校から紀の川市で育ち、粉河高校出身である宮本静さ
　　んのコンサートが開催されます！宮本さんは、NHK・BS「勝ち抜き歌謡
　　選手権」チャンピオンなど多くのカラオケ全国大会での受賞を経て、
　　2010年「紀の川のほとりで」でCDデビュー。3オクターブの音域、ファル
　　セットから豊かな響きの低域まで楽しめる演歌歌手として、県内外で活
　　動を重ねています。紀州の歴史や文化を歌謡で綴る“ふるさと癒やし歌”
　　是非ご鑑賞下さい！

　　日時　令和元年11月13日（水）19:00～（開場18:30）
　　場所　ヤマハ銀座スタジオ（中央区銀座7丁目9-14）
　　料金　前売3,000円　当日4,000円（ウェルカムドリンク付）

　　詳細はこちら
　　https://www.yamahaginza.com/studio/event/003935/

４．「ねんりんピック紀の国わかやま2019」大会メダル完成！

　　2019年11月9日（土）～12日（火）開催の第32回「全国健康福祉祭」（愛
　　称：ねんりんピック）和歌山大会のメダルが完成しました。
　　同メダルは、ねんりんピックで開催される交流大会や美術展の入賞者など
　　に贈呈。和歌山大会の記念となるよう、県花のうめをモチーフとし、紀州
　　漆器の技法で仕上げています。

　　※メダルデザインはこちら
　　　https://nenrin-wakayama2019.jp/2019/03/12/2882/
　　

５．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
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　　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）
　　https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/999999/sns.html
　■わかやま紀州館ホームページ（有楽町　東京交通会館地下1階）
　　県産の美味しい物産を取りそろえております。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/
　■「熊野で健康ラボ」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】
　
　梅雨と言えば、和歌山特産品｢梅｣のシーズンでもあります。梅は、食中
　毒予防や疲労回復に効果があると言われていますので、体調を崩しやす
　い季節ですが、梅を食べて元気に過ごしましょう！
　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２８７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、令和元年7月17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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