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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２８９号

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

梅雨が明けた途端、猛烈な暑さですが、皆様如何お過ごしでしょうか。
エアコンが効いた室内から外出すると、一気に汗が噴き出てしまいます。
そんなときには、和歌山特産の梅干し。
水分補給と併せて、塩分も十分に補給しましょう。

それでは、今回も和歌山のとっておきの情報『TOKYO KEY STATION』第２８９号
をお届けします！

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

　　　　　　　　　　　　  【ヘッドライン】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．今年の夏はお家の進路相談「空き家なんでも相談会」開催！
　　（※お盆の帰省時に）

２．「第51回きのくに人材Uターンフェア」開催！
　　（※お盆の帰省時に）

３．フルーツ王国（山梨県＆和歌山県）夢のコラボ企画
　　「東と西のSweet Life」開催！（セミナー、移住・就農相談）

４．真言密教で最も尊い儀式「結縁灌頂（けちえんかんじょう）」を東京で！
　　いよいよ予約受付開始

５．海、山、世界遺産「熊野古道」のあるまち田辺市へ・・・
　 「田辺市　出張移住相談デスクin東京」開催！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．復興支援マルシェ＠農林水産省

２．東京2020オリンピック聖火リレーのランナーを募集中！

３．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

４．和歌山県資格免許職職員採用試験の実施について

５．和歌山大学観光学部 ミニ・オープンキャンパス in 東京
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６．宮本静“ふるさと癒やし歌”東京・銀座コンサート開催！

７．「ねんりんピック紀の国わかやま2019」大会メダル完成！

８．和歌山大学古本募金にご協力を！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

　　　　　　　　　　　　　  【詳　　細】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．今年の夏はお家の進路相談「空き家なんでも相談会」開催！
　　（※お盆の帰省時に）

　　「売りたい・譲りたい」、「将来の使い道を考えたい」、「空き家に
　　なる前になにができるかな」などなど、空き家に関する相談をなんで
　　も受け付けます。
　　相談には、宅建士、建築士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定
　　士等の専門家が対応します。
　　首都圏在住の方も、お盆の帰省時に是非ご利用下さい。

　　日　時　令和元年8月13日（火）13:00～16:00
　　場　所　①　和歌山市立北コミュニティセンター
　　　　　　　　（さんさんセンター紀の川/和歌山市直川326-7）
　　　　　　②　那賀振興局(岩出市)
　　　　　　③　伊都振興局(橋本市)
　　　　　　④　有田振興局(湯浅町)
　　　　　　⑤　日高振興局(御坊市)
　　　　　　⑥　西牟婁振興局(田辺市)
　　　　　　⑦　東牟婁振興局(新宮市)
　　申込先　和歌山県建築住宅課（電話番号：073-441-3184）
　　　　　　電話にてお申し込み下さい。
　　
　　※詳しくはこちら
　　　https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080800/d00155960.html

２．「第51回きのくに人材Uターンフェア」開催！
　　（※お盆の帰省時に）

　　和歌山県内企業の人事担当者と個別に面談ができる就職フェアを開催
　　します。
　　和歌山県出身で首都圏の学校に通われている方、「そろそろ和歌山に
　　戻りたい」と考えておられる和歌山県出身の方、「和歌山のような環
　　境で仕事したい」と考えておられる県外出身の方など・・。
　　お盆の帰省時に就職面談しませんか？
　　　　
　　入場無料・入退場自由・参加申込不要　　

　　日　時　2019年8月19日（月）13:00～17:00
　　場　所　ホテルグランヴィア和歌山6階
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　　　　　　（和歌山市友田町5-8　JR和歌山駅前）
　　対象者　新卒・中途採用対象
　　　　　　※一般求職者及び2020年3月卒業予定の大学、短大、高専、
　　　　　　　専門学校生（既卒3年以内の者を含む）
　　問合先　きのくに人材Uターンフェア実行委員会
　　　　　　（電話番号：073-431-7376）　

　　※案内チラシはこちら
　　　http://w-keikyo.com/doc/u_190819-2.pdf

３．フルーツ王国（山梨県＆和歌山県）夢のコラボ企画
　　「東と西のSweet Life」開催！（セミナー、移住・就農相談）

　　日本の東と西を代表する、フルーツ県が初コラボ。
　　一年を通じて旬のフルーツを楽しめる、生産や加工などフルーツを
　　仕事にする、そんなフルーツが身近にある心豊かな生活を提案します！
　　「育てるもよし、食べるもよし、加工するもよし」楽しみ方は、あな
　　た次第！
　　当日は、山梨県と和歌山県からそれぞれフルーツ自慢の３市町と移住
　　相談＆就農相談ができます。
　　移住、就農をお考えの方は、是非ご参加ください！　　

　　日　時　2019年8月24日（土）12:30～
            ・12:30～14:00　セミナータイム
　　　　　　・12:50～15:30　移住・就農相談コーナー
　　場　所　東京交通会館4階　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）
　　問合先　わかやま定住サポートセンター
　　　　　　　電話番号：03-6269-9883
              e-mail：wakayama1@furusatokaiki.net　

　　※詳しくはこちら
　　　https://www.furusatokaiki.net/seminar_detail/?event_id=140442
　

４．真言密教で最も尊い儀式「結縁灌頂（けちえんかんじょう）」を東京で！
　　いよいよ予約受付開始
　
　　「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。
　　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　時　令和元年11月24日（日）25日（月）26日（火）
　　場　所　高輪結び大師　高野山東京別院
　　　　　　（東京都港区高輪3丁目15-18）
　　申込期間　令和元年8月1日（木）午前10時から11月17日（日）まで
　　申込方法　チケットぴあに直接お申し込み下さい（下記URL参照）

　　※詳しくはこちら
　　　https://kekj.info/info_tokyo
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５．海、山、世界遺産「熊野古道」のあるまち田辺市へ・・・
　 「田辺市　出張移住相談デスクin東京」開催！

　　和歌山県田辺市の移住相談を東京で開催します。
　　現地の担当者と直接、相談できる機会ですので、しごとのこと、お家の
　　こと、なんでもご相談ください。
　　Uターン、Iターン、どちらも大歓迎です。　　

　　日　時　2019年8月25日（日）10:00～14:00
　　　　　　※個別相談のため、事前予約優先となります。

　　場　所　わかやま定住サポートセンター
 　　　　　（東京都千代田区有楽町2-10-1　東京交通会館8階
　　　　　　　ふるさと回帰支援センター内）

　　問合先
　　申込先　＜個別相談のため、事前予約優先です＞
 　　　　　田辺市役所たなべ営業室（担当：平谷、横矢）
　　　　　　電話番号：0739-33-7714
 　　　　　 e-mail：tanabe.eigyou@city.tanabe.lg.jp
　　　　　 ※申込時に①希望時間、②住所、③氏名、④年齢、⑤参加人数を
　　　　　　お伝えください。
　　　　　 ※申込者多数の場合、時間を調整させて頂くことがあります。あ
　　　　　　らかじめご了承ください。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．復興支援マルシェ＠農林水産省

　　昨年は、７月豪雨、北海道胆振東部地震、台風第２０・２１・２４号等
　　の自然災害が多発し、農林水産業に甚大な被害をもたらした１年でした。
　　和歌山県も台風により、本県の主要農産物である果樹や野菜・花きの
　　ハウスなどの生産施設に大きな被害を受けました。

　　この度、上記の自然災害及び東日本大震災の被災地における農林水産業
　　の復旧・復興を力強く後押しすることを目的に、農林水産省主催の「復
　　興支援マルシェ」が開催され、和歌山県も出展いたします。
　　多くの皆様の御来場をお待ちしています。

　　名　称　　「復興支援マルシェ」
　　日　時　　令和元年８月７日（水）　１１：００～１５：００
　　　　　　　令和元年８月８日（木）　１１：００～１５：００
　　場　所　　農林水産省本館南口玄関前駐車スペース
　　　　　　　（東京都千代田区霞が関1-2-1）
　　概　要　　
　　【マルシェ】
　　　◆１２道府県・団体が出展
　　　　　北海道、岩手県、宮城県、福島県、静岡県、大阪府、和歌山県
　　　　　岡山県、広島県、愛媛県、宮崎県、全国漁業協同組合連合会
　　　◆和歌山県からの出品物（予定）
　　　　　農産物：ハウス柿、イチジク、モモ
　　　　　加工品：ジュース、梅干し、梅加工品、酒類、ゼリー　他　　　　
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　　【オープニングセレモニー】
　　　　開催日時：令和元年８月７日（水）　１０：３０～１１：００
　　　　場　　所：農林水産省本館南口玄関前駐車スペース
　　　　出 席 者：農林水産大臣　吉川貴盛氏
　　　　　　　　　自由民主党幹事長　二階俊博氏　　他
　
　　主　催　　農林水産省

２．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
　　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

３．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
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　　試験案内
　　　https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/210100/annai_d/fil/annai-r1-3syu.pdf
　　

４．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
gatsu.pdf

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．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/
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７．「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/
　　

８．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
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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）
　　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/
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　■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】
　
　いよいよ、東京五輪2020開催まで1年を切りました。
　世界中からトップアスリートが集まり、東京周辺が熱狂と感動に包まれる
　ことが期待されている一方、熱中症や交通混雑等、開催に向けた課題もた
　くさんあります。
　
　そんな中、交通混雑解消の一助となるのが、和歌山県が推奨している「ワ
　ーケーション」。残念ながら五輪のチケットが外れてしまった方は、和歌
　山のリゾート地で仕事をしながら、遠隔観戦しませんか？
　
　お時間は約1年ございますので、じっくりご検討下さい(^^)/
　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２８９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28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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