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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２８８号

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

梅雨前線の影響などで曇天が続き、関東地方は記録的な日照不足に見舞われ
ていますね。この時期にしては珍しく体調管理に注意が必要ですし、農作物
への影響も心配です。早くすっきりとした夏空を見たいものですね。

それでは、梅雨時に元気をくれる食のメニューも加え、『TOKYO KEY STATION』
第２８８号のスタートです！

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

　　　　　　　　　　　　  【ヘッドライン】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．白浜レザーブランド「シュエットドール」東京初上陸！

２．資生堂パーラー銀座本店に〝あらかわの桃パフェ〟が登場！

３．Soup Stock Tokyoで、和歌山産品を原料にしたメニューが登場！

４．「水の国、わかやま。」ＷＥＢサイトリニューアル！

５．東京2020オリンピック聖火リレーのランナーを募集中！

６．和歌山県職員採用Ⅲ種（高校卒業程度）試験の実施について

７．和歌山県資格免許職職員採用試験の実施について

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．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

２．和歌山大学観光学部 ミニ・オープンキャンパス in 東京

３．令和元年度版プレミア和歌山カタログを発行しました！

４．宮本静“ふるさと癒やし歌”東京・銀座コンサート開催！

５．「ねんりんピック紀の国わかやま2019」大会メダル完成！

６．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．白浜レザーブランド「シュエットドール」東京初上陸！

　　和歌山県は日本三大皮革産地の一つに数えられており、浅草、姫路と
　　並ぶ古くからの伝統と、世界的ブランドからも認められる皮革技術を
　　有しています。
　　この度､2016年から故郷の白浜町でアトリエ「シュエットドール」を
　　営む真鍋吉広代表が、東京銀座で一般向けの催事を開催されることに
　　なりました。南紀白浜レザーの風合いと魅力を確かめに、是非お立ち
　　寄りください。

　　出展期間　令和元年7月17日（水）～22日（月）
　　営業時間　10:00～20:00（最終日は18時終了）
　　会　　場　三越伊勢丹銀座店７階催事会場（中央区銀座4-6-16）
　　　　　　　「夏の涼を感じる暮らし展」
　　　　　　　https://www.mitsukoshi.mistore.jp/ginza/event_calendar/kurashiten.
html

　　シュエットドールＨＰ
　　　http://www.chouettedor.jp/

２．資生堂パーラー銀座本店に〝あらかわの桃パフェ〟が登場！

　　資生堂パーラー銀座本店サロン･ド･カフェで行われている『2019真夏
　　のパフェフェア』に、〝和歌山県酒井農園産 あらかわの桃のパフェ〟
　　が登場しました。
　　あらかわの桃は、東京では入手困難な希少品です。この和歌山県を代
　　表するブランド桃をメインにした特別なパフェを、東京でお楽しみく
　　ださい。

　　期　間　令和元年7月2日（火）～31日（水）
　　場　所　資生堂パーラー銀座本店 サロン･ド･カフェ　
　　　　　　（中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル3F）
　　　　　　11:30～21:00（火～土）、～20:00（日･祝）
　　値　段　2,160円（税込）

３．Soup Stock Tokyoで、和歌山産品を原料にしたメニューが登場！

　　首都圏を中心に60店舗以上を展開するスープの専門店「Soup Stock 
　　Tokyo」で、本県特産のぶどう山椒や桃を使ったメニューが提供され
　　ます。是非、お近くの店舗でご賞味ください。

　①桃とローズマリーのラッシー
　　上品な甘みの和歌山県産「白桃」にローズマリーとライムを合わせて
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　　爽やかに仕上げたラッシー　
　　◆販売期間：令和元年6月24日～7月28日

　②ぶどう山椒の麻婆カレー
　　四川料理の定番”麻婆豆腐”にスパイスを加えてアレンジ。香辛料の
　　香りに刺激的な山椒の辛みがくせになる、夏におすすめのカレー
　　◆販売期間：令和元年7月29日～8月2日

　③黒胡麻の麻辣（マーラー）スープ
　　山椒と唐辛子の辛さ、黒胡麻のコクが特徴の中華風スープ。爽快な香
　　りの「ぶどう山椒」を使った、ピリッと刺激的なスープ
　　◆販売期間：Soup Stock Tokyoホームページをご確認下さい。

　〈使用食材〉
　　桃：株式会社八旗農園（紀の川市）
　　ぶどう山椒：ありだ農業協同組合（有田川町）
　　山椒香味油：築野食品工業株式会社（かつらぎ町）

　　週替わりのメニューですので、販売スケジュールの詳細は下記のホー
　　ムページでご確認ください。
　　
　　Soup Stock Tokyoホームページ
　　　https://www.soup-stock-tokyo.com/

４．「水の国、わかやま。」ＷＥＢサイトリニューアル！

　　和歌山県及び和歌山県観光連盟では、本県の清らかな水がつくりだす
　　絶景や温泉、食などを国内外に発信する「水の国、わかやま。」キャ
　　ンペーンを実施しています。
　　この度、ＷＥＢサイトとパンフレットをリニューアルしました。是非
　　ご覧になって、和歌山の水が織りなす絶景をお楽しみください。

　　ＷＥＢ限定情報
　　・水の絶景を巡るおすすめドライブコースやサイクリングコース
　　・おすすめの滝の紹介　など

　　パンフレットをご希望の方には無料配送いたします。ＷＥＢサイトか
　　らお申し込み頂けますので、是非ご利用ください。和歌山の人気店で
　　美味しいプレゼントがもらえるお得なクーポン（全9品）が付いていま
　　す。

　　ＷＥＢサイト
　　　https://www.wakayama-kanko.or.jp/mizunokuni/　　

５．東京2020オリンピック聖火リレーのランナーを募集中！

　　日本全国47都道府県を回る東京2020オリンピック聖火リレーの和歌山
　　県聖火ランナーを募集しています。東京2020聖火リレーのコンセプト
　　は「Hope Lights Our Way / 希望の道を、つなごう」です。平和や希
　　望の象徴であるオリンピック聖火を、ランナーになってつなぎません
　　か？

　　ギリシャで採火され日本に空輸された聖火は、リレーに先立ち「復興
　　の火」として東日本大震災被災3県（宮城県、岩手県、福島県）にて
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　　特別展示されます（3/20～25）。その後、約１万人の聖火ランナーに
　　よるリレーがスタート（3/26～）。和歌山県での実施日は、4月10日
　　（金）及び11日（土）です。
　　
　　公募主体　和歌山県実行委員会
　　公募期間　令和元年7月1日（月）～8月31日（土）
　　公募人数　38名
　　応募方法　ＷＥＢ又は郵送での申込み
　　　　　　　下記の和歌山県教育委員会ホームページから応募フォーム
　　　　　　　にアクセスしてご応募頂くか、応募用紙をダウンロードし、
　　　　　　　郵送でお申し込みください。
　　応募要件　・2008年4月1日以前に生まれた方
　　　　　　　・国籍･性別は問いません
　　　　　　　・走行を希望する和歌山県内市町にゆかりのある方 など
　　選考方法　和歌山県実行委員会の推薦に基づき、東京2020組織委員会
　　　　　　　が決定
　　決定時期　令和元年12月以降
　　問合せ窓口　東京2020聖火リレー和歌山県デスク
　　　　　　　　TEL：0570-200-836　　
　　　　　　　　メールアドレス：wakayama-runner@jtb.com

　　募集要項、応募用紙ダウンロードページ（和歌山県教育委員会ＨＰ）
　　　https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/500400/tokyo2020/runner.html

　　　
６．和歌山県職員採用Ⅲ種（高校卒業程度）試験の実施について

　　一般事務（2人程度）、学校事務（30人程度）、警察事務（5人程度）、
　　土木（3人程度）の各試験区分について、令和2年4月1日採用予定の職員
　　を募集します。詳しくは、下記の試験案内をご確認ください。

　　受付期間　令和元年8月5日（月）10時 ～ 8月30日（金）16時
　　第１次試験日時　令和元年9月29日（日）9時集合
　　試験会場　県立星林高校、県立田辺工業高校、県立新宮高校
　　申込手続　採用試験申込ページでの電子申請のみ
　　　　　　　https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/210100/mousikomi-top.html
　　
　　試験案内
　　　https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/210100/annai_d/fil/annai-r1-3syu.pdf
　　

７．和歌山県資格免許職職員採用試験の実施について

　　診療放射線技師（2人程度）、学校栄養職員（5人程度）、司書（2人程
　　度）、船舶職員（2人程度）の各試験区分について、令和2年4月1日採用
　　予定の職員を募集します。詳しくは、下記の試験案内をご確認ください。

　　受付期間　令和元年8月5日（月）10時 ～ 8月30日（金）16時
　　第１次試験日時　令和元年9月29日（日）9時集合
　　試験会場　県立星林高校、県立田辺工業高校、県立新宮高校
　　申込手続　採用試験申込ページでの電子申請のみ
　　　　　　　https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/210100/mousikomi-top.html
　　
　　試験案内
　　　https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/210100/annai_d/fil/annai-r1-shikaku9
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◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．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

２．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/

３．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
　　　　　　　　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
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    　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

４．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/

５．「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/
　　

６．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/
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　■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】
　
　日本各地で高校野球の地方大会が開幕し、この曇天を吹き飛ばす熱戦が
　繰り広げられていますね。和歌山大会では、和歌山東高校の落合投手が、
　〝紀州の剛腕〟と言われ日米８球団のスカウトから注目されているよう
　です。今年も和歌山大会から目が離せないですね。

　さて、先日、東京ドームで行われている都市対抗野球（大阪市（大阪ガ
　ス）VS千葉市（JFE東日本））を観戦してきました。延長戦にもつれこ
　んだ熱戦はもちろんのこと、両チームの一体感ある応援合戦も見応えが
　ありました。私も大阪ガスの応援ユニフォームをお借りして声援を送り
　ましたが、高校生の頃、応援団員としてスタンドから声を張り上げてい
　たことを思い出しました。　

　東京の地で前向きにエネルギーを放ちながら、故郷「和歌山県」のため
　に全力投球をしていきたいと思います。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２８８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8月7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。
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　　　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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