
290
※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２９０号

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

連日、熱戦が繰り広げられた令和最初の全国高校野球選手権大会は、
大阪府代表の履正社高校の初優勝で幕を下ろしました。
感動の名場面や心温まるエピソードが数々ありましたが、
見事、準優勝を果たした星稜高校とタイブレークまで死闘を繰り広げた
県代表の智弁和歌山高校にも改めてエールを送りたいと思います。

それでは、今回も和歌山のとっておきの情報『TOKYO KEY STATION』第２９０号
をお届けします！

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

　　　　　　　　　　　　  【ヘッドライン】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．南紀白浜空港⇔東京（羽田空港）便の大型化が決定！

２．わかやまリレーマラソン～パンダＲＵＮ～参加者募集中

３．ふるさと回帰フェア２０１９に出展

４. たなコトアカデミー第2期受講生募集中 

５．小さな村ｇ７サミット東京会議の開催

６．観光教育研究セミナー2019 Vol.1 in 東京
　「スポーツ ツーリズム4 ～メガイベントが日本社会を変える～」の開催

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．東京2020オリンピック聖火リレーのランナーを募集中！

２．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

３．和歌山県資格免許職職員採用試験の実施について

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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７. 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

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

　　　　　　　　　　　　　  【詳　　細】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．南紀白浜空港⇔東京（羽田空港）便の大型化が決定！
　　
　　令和元年１０月２７日より、南紀白浜⇔羽田間で大型機材、ボーイング
　　737-800型機の定期就航が決定しました。
　　大型機材は、１日３往復（朝、昼、夕）のうち朝便と夕便に導入されます。
　　座席数は、従来の９５席から１６５席に増席し、ひとつ上の座り心地「ク
　　ラスＪ」シートも１５席から２０席に増え、より快適な空の旅をお楽しみ
　　いただけます。
　　さらに便利になった南紀白浜空港を是非、ご利用下さい。
　　
　　※詳しくはこちら
　　　http://shirahama-airport.jp/

２．わかやまリレーマラソン～パンダＲＵＮ～参加者募集中

　　子供からシニアまで気軽に参加できるリレーマラソンです。
　　決められた距離をチームの選手が順番に走り、完走を目指しましょう！
　　グルメエリアや各種イベントも開催しています。
　　エントリーは９月１０日まで。

　　○日時　　２０１９年１０月２０日（日）８：００～受付開始
　　○会場　　田辺スポーツパーク

　　※詳しくはこちら
　　　http://pandarun.jp/

３．ふるさと回帰フェア２０１９に出展

　　国内最大級の移住マッチングイベント“ふるさと回帰フェア２０１９”
　　に今年も出展します。
　　和歌山での暮らし・住まい・しごと等について気軽にご相談いただけま
　　すので、是非、ご来場ください。

　　○日時　　２０１９年９月７日（土）１０：００～１６：３０
　　○会場　　東京交通会館12階、有楽町駅前広場、東京交通会館マルシェ
　
　　※詳しくはこちら
　　　https://www.furusatokaiki.net/fair/2019/

４. たなコトアカデミー第2期受講生募集中
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　　首都圏と田辺市をつなぐ全５回の関係人口講座を開催します。
　　首都圏に暮らしながら田辺市とのつながりを一緒に考え、現地実習を通し
　　て田辺市のローカルプレイヤーと出会い、自分らしい関わり方を見つけて
　　みませんか。
　　応募締切は、２０１９年９月９日(月)１７時まで

　　※詳しくはこちら
　　　https://sotokoto-online.jp/304

５．小さな村ｇ７サミット東京会議の開催

　　東京カルチャーカルチャーに全国７つの一番小さな村から「村長」と
　　「秘境メシ」が一挙大集合！
　　和歌山県からは“北山村”が“じゃばら”を掲げて参加します。

    ○日時　　２０１９年９月２６日（木）１８時～開場
　　○会場　　東京カルチャーカルチャー

　　※詳しくはこちら
　　　http://www.kishukan.com/news/2019-08-22-2828/

６．観光教育研究セミナー2019 Vol.1 in 東京
　　「スポーツ ツーリズム4 ～メガイベントが日本社会を変える～」

　　和歌山大学国際観光学研究センターセミナーのご案内です。
　　当日は、ニュージーランド・オタゴ大学観光学部教授のジェームス
　　・ハイアム氏を基調講演講師にお招きし、現代のスポーツイベント
　　の多岐にわたる課題と観光などについてお話しいただきます。

　　○日時　　２０１９年９月２２日（日）１５時００分～１７時３０分
　　○会場　　フクラシア東京ステーション　５階 会議室L　

　　※詳しくはこちら
　　　https://www.wakayama-u.ac.jp/ctr/news/2019081900015/

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．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
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　　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

２．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
　　

３．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

４．宮本静“ふるさと癒やし歌”東京・銀座コンサート開催！
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　　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

７．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）
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　　※詳しくはこちら
　　　https://kekj.info/info_tokyo

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

【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】
　
　９月２０日からいよいよ、世界３大スポーツ大会の一つ、ラグビー
　ワールドカップ（ＲＷＣ）日本大会が開幕します。
　１１月２日まで４４日間開催され、全国１２会場で４８の熱戦が繰り
　広げられます。
　オリンピック・パラリンピック、ワールドマスターズゲームズへと続く、
　『ゴールデン・スポーツイヤーズ』。
　これを機に、何かスポーツを始められてはいかがでしょうか。

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２９０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9月18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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