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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２９１号

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

今年は９月に入っても暑い日が続きました。汗だくになるので、お出かけを控
えることもあったのではないでしょうか。そろそろ秋の気配も感じる頃になり、
お出かけする機会も増えるかと思います。皆様の素敵な“秋”の一助となりま
すことを期待し、和歌山のとっておきの情報『TOKYO KEY STATION』第２９１号
をお届けします！

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

　　　　　　　　　　　　  【ヘッドライン】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．和歌山ラーメンのカップ麺「日清麺NIPPON 和歌山特濃豚骨しょうゆ」
　　が全国で発売中！

２．「高野山・熊野を愛する１００人の会」を設立しました！

３．「紀伊山地の霊場と参詣道」世界遺産登録15周年記念シンポジウム
　　参加者募集中！

４．「和歌山の｢食でつながる人とまち｣～クラフトビール移住～」開催！

５．「「水の国、わかやま。」～水が織りなす絶景の旅へようこそ～」
　　シンポジウム参加者募集中！

６. 紀州徳川家シンポジウム「紀州徳川家とその時代」の参加者募集中！

７．世田谷に「有田川食堂」がオープンしました！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　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
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　「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

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

　　　　　　　　　　　　　  【詳　　細】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．和歌山ラーメンのカップ麺「日清麺NIPPON 和歌山特濃豚骨しょうゆ」
　　が全国で発売中！

　　日清食品が８月２６日より、和歌山ラーメンのカップ麺「日清麺NIPPON
　　和歌山特濃豚骨しょうゆ」を全国で発売を開始しました。
　　コクとキレのあるしょうゆと炊き出した豚骨のうまみが濃縮されたスー
　　プや、具材の花形ナルトなど、ご当地の味の再現にこだわったほか、
　　ふた裏には "和歌山ラーメンの歴史" や和歌山市の "観光スポット" 
　　など和歌山市の魅力を紹介するコラムが掲載されているとのことです。
　　和歌山ラーメンのおいしさをとことん追求した一杯を、ぜひご堪能く
　　ださい。

２．「高野山・熊野を愛する１００人の会」を設立しました！

　　和歌山県では、各界でご活躍される著名な方々にご賛同いただいて、
　　『高野山・熊野を愛する１００人の会』を発足することとなりました。
　　本年は、「紀伊山地の霊場と参詣道」の世界遺産登録１５周年にあたり、
　　これを契機に、世界的評価が高まっている「高野山・熊野」の価値や魅
　　力をさらにお伝えします。

　　※詳しくはこちら
　　　https://koyasan-kumano100.jp/

３．「紀伊山地の霊場と参詣道」世界遺産登録15周年記念シンポジウム
　　参加者募集中！

　　令和元年７月７日に「紀伊山地の霊場と参詣道」が世界遺産登録15周年
　　を迎えたことを記念し、旅行事業者やメディア等を対象としたシンポジ
　　ウムを開催します。一般の方もご参加いただけます。

　　○日時　２０１９年１０月２３日（水）１３時３０分～１５時４０分
　　　　　　（１３時００分開場）
　　○会場　銀座フェニックスプラザ2階　フェニックスホール
            （東京都中央区銀座3-9-11　紙パルプ会館）　

　　※詳しくはこちら
　　　https://www.wakayama-kanko.or.jp/information/2019/09/06/6286/　

４．「和歌山の｢食でつながる人とまち｣～クラフトビール移住～」開催！

　　クラフトビールはお好きですか？
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　　実は今、和歌山県内で、その造り手になるべく移住するという「クラフ
　　トビール移住」がちらほらと増えつつあります。彼らは、地域性を込め
　　た美味しさの追求だけでなく、クラフトビールをコミュニケーションツ
　　ールとした地域の賑わいづくりにも意欲的です。
　　そんな「クラフトビール移住」について、和歌山県内にある２社のクラ
　　フトビールを飲み比べながら、移住者であるゲストのお話しを聞いてみ
　　ませんか。
　　当日は、海南市・高野町・田辺市が参加、移住相談も受け付けます！
　
　　○日時　２０１９年９月２７日（金）１８時３０分～
　　○会場　東京交通会館４階 認定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）　

　　※詳しくはこちら
　　　http://www.furusatokaiki.net/seminar_detail/?event_id=149185

５．「「水の国、わかやま。」～水が織りなす絶景の旅へようこそ～」
　　シンポジウム参加者募集中！

　　とびっきりの透明度を誇る和歌山の清流とその水がつくる絶景・温泉
　　食などの魅力をネイチャー・フォトグラファー内山りゅうさんがお届け
　　するイベントを東京で開催します。
　　当日、会場では和歌山の"水"にちなんだ県産品の試飲試食や、宿泊券な
　　どが当たるプレゼント抽選会も開催しますので、ぜひご参加ください。

　　○日時　２０１９年１０月１１日（金）１９時００分から２１時００分
　　　　　　（開場：１８：００）
　　○場所　紀尾井町カンファレンス メインホール
　　　　　　（東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー４階）　

　　※詳しくはこちら
　　　https://www.wakayama-kanko.or.jp/mizunokuni/information/20190809.html　

６．紀州徳川家シンポジウム「紀州徳川家とその時代」の参加者募集中！

　　今年は、初代紀州藩主となる徳川頼宣が紀州５５万５千石に転封して
　　４００年の節目となります。御三家の中でも唯一征夷大将軍を輩出した
　　紀州徳川家が果たした役割を振り返り、その功績を改めて多くの皆様に
　　知っていただくためのシンポジウムを東京で開催しますので、是非ご参
　　加ください。

　　○日時　２０２０年２月２２日（土）１３時００分～
　　○会場　明治大学駿河台キャンパス　アカデミーコモン３階 
　　　　　　アカデミーホール
　　　　　　（東京都千代田区神田駿河台１－１）

　　※詳しくはこちら
　　　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/kensei/shiryo.php?sid=29925

７．世田谷に「有田川食堂」がオープンしました！

　　８月に「有田川町食堂」がオープンしました。
　　場所は小田急電鉄小田原線の梅ヶ丘駅南口から徒歩５分程度です。
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　　和歌山県有田川町の新鮮な食材を使った毎日食べても飽きないお惣菜を
　　必要な量だけ選べるデリカ＆カフェです。
　　その場で食べてもよし、お持ち帰りもよし。
　　是非、行ってみてください！

　　※詳しくはこちら
　　　https://www.facebook.com/aridagawa.shokudou/

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　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．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/

３．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/

３．わかやまリレーマラソン～パンダＲＵＮ～参加者募集中
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　　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/

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

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
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　　「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

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

【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】
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　９月２０日から開幕するラグビーワールドカップ、来年の東京オリンピッ
　ク・パラリンピックと、スポーツに関する大イベントが控えています。
　９月２８日からは第７４回国民体育大会（いきいき茨城ゆめ国体）が始ま
　ります。和歌山県からは３４競技に参加する予定で、出場選手の活躍が期
　待されています。
　私は２０１５年のわかやま国体で、現在のバドミントン日本代表である
　山口茜選手を間近で見ることができました。
　和歌山県選手の応援へ行ってみるのはどうですか。
　もしかしたら、来年のオリンピックで活躍する選手を見ることもできるか
　もしれません。

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２９１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10月9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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