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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２９２号

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

ようやく秋の涼しさを感じられる気候となりました。食欲の秋、スポーツの秋、
読書の秋、皆様はどんな“秋”をお過ごしでしょうか。小粒でもピリリと辛い
山椒のように、皆様の毎日をいっそう引き立たせるスパイスとなりますことを
期待し、和歌山のとっておきの情報『TOKYO KEY STATION』第２９２号をお届け
します！（和歌山の山椒は“全国シェア１位”）

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

　　　　　　　　　　　　  【ヘッドライン】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．「ポケットマルシェ」に和歌山県特設サイトをオープン！

２．文部科学省エントランス企画展示「和歌山大学がつくる新しい観光学
　　～観光による持続可能な発展を目指して～」開催中！

３．「美味しい国産農産物“チャリティ頒布会”」に参加します！

４．「わかやま移住ジャム」を開催！

５．第58回農林水産祭　実りのフェスティバルに和歌山県が出展!

６．復曲能“鈴木三郎重家”の世界を楽しむ講談・素謡会が開催されます！

７．Wanted! 和歌山県があなたをスカウトします！　

８．「和歌山ICT企業誘致フォーラムin東京」を開催します！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既  　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．南紀白浜空港⇔東京（羽田空港）便の大型化が決定！

２．宮本静“ふるさと癒やし歌”東京・銀座コンサート開催！

３．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！

４．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！

５．世田谷に「有田川食堂」がオープンしました！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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　　　　　　　　　　　　　  【詳　　細】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．「ポケットマルシェ」に和歌山県特設サイトをオープン！

　　和歌山県では、株式会社ポケットマルシェとの連携により、県内のポ
　　ケットマルシェ登録生産者・商品が一覧できる特設サイトをオープン
　　しました。
　　ポケットマルシェは、スマートフォンで簡単に、農家と直接やりとり
　　をしながら旬の食べ物を買うことができるオンラインマルシェです。
　　作り手たちの想いが詰まった、懐かしい地元の味をお探し下さい！

　　※詳しくはこちら
　　　https://poke-m.com/wakayama-meshi

２．文部科学省エントランス企画展示「和歌山大学がつくる新しい観光学
　　～観光による持続可能な発展を目指して～」開催中！

　　国立大学で唯一の観光学部を有する和歌山大学が、様々な関係機関と
　　の連携を通じて取り組んできた、地域資源の発掘・ブラッシュアップ
　　や多様な実践的教育活動について、その成果を発信します。
　　また、これからの観光映像のあり方を考える「日本国際観光映像祭」
　　の立ち上げを通じた、観光と教育への意義と効果を考えるセミナーも
　　開催します。

　　○企画展示
　　　　期間：2019年10月1日（火）～11月11日（月）
　　　　時間：平日 10時～18時
　　　　　　　（入館時間：17時30分まで。土・日・祝日は休館。）
　　　　場所：文部科学省新庁舎（東館）　2階エントランス
　　　　　　　（千代田区霞が関3-2-2）
　　　　参加費：無料

　　○セミナー
　　　　日時：2019年11月5日（火）16時～17時30分
　　　　場所：文部科学省 情報ひろば 1階ラウンジ（旧文部省庁舎）
　　　　　　　（千代田区霞が関3-2-2）
　　　　参加費・事前申込み：不要

　　※詳しくはこちら
　　　　http://www.wakayama-u.ac.jp/tourism/news/2019092600034/

３．「美味しい国産農産物“チャリティ頒布会”」に参加します！

　　銀座料理飲食業組合連合会主催で毎年開催されている「チャリティ頒布
　　会」に、今年も和歌山県が出展します。
　　今年は「柿」と「ゆら早生みかん」をご用意しています。
　　皆さん、ぜひお越しください！

　　○日時　令和元年10月26日（土）　
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　　　　　　　12:30～　オープニングセレモニー
　　　　　　　13:00～　チャリティ頒布会（無くなり次第終了です。）
　　○場所　数寄屋橋公園　5丁目側
　　　　　　（中央区銀座５丁目１-１）
　　　　　　　　
　　※チャリティ参加には100円以上の寄附が必要です。
　　※詳しくはこちら
　　　http://ginza-ryouin.jp/?page_id=11584

４．「わかやま移住ジャム」を開催！

　　今年度最大規模となる“わかやま移住イベント”を開催します！
　　当日は、移住相談に加え、TOKYO FMの人気番組「スカロケ移住推進部」
　　や世界遺産の関係者を招いたトークイベント、梅シロップづくりワーク
　　ショップ、和歌山県のフードやグッズを販売するマルシェなど、様々な
　　企画で和歌山の魅力をお届けします。
　　ぜひお気軽に、ふらっと遊びにきてください。

　　○日時　令和元年10月27日（日）　
　　　　　　　11:00～17:00（最終入場16:30）
　　　　　　　17:00～交流会《交流会からの参加も歓迎！》
　　○場所　東京交通会館12階　カトレアサロンＢ
　　　　　　（千代田区有楽町2-10-1）
　　○参加費　無料　（ただし、マルシェではフードやグッズなどを販売、
　　　　　　　　　　　一部ワークショップ参加費あり）

　　※詳しくはこちら
　　　https://turns.jp/31575

５．第58回農林水産祭　実りのフェスティバルに和歌山県が出展!　

　　農林水産業と食をPRする「実りのフェスティバル」に今年も和歌山県が
　　出展します。このフェスティバルでは全国各地の郷土特産物が展示、販
　　売されるほか、試飲、試食等を楽しむことができます。
　　ぜひご来場ください！
 
　　○日時　令和元年11月1日（金）　10:00 ～ 17:00
　　　　　　令和元年11月2日（土）　10:00 ～ 16:00 
　　○場所　サンシャインシティ・ワールドインポートマートビル
　　　　　　4階　展示ホールA（豊島区東池袋３丁目１-３）

　　※詳細はこちら
　　　http://www.affskk.jp/index.html　

６．復曲能“鈴木三郎重家”の世界を楽しむ講談・素謡会が開催されます！

　　平成30年3月、全国の鈴木姓のルーツといわれる海南市の「鈴木屋敷」
　　復元・再生プロジェクトを支援するため、復曲能「鈴木三郎重家」と講
　　談「鈴木三郎重家－義経と重家の出会い－」が国立能楽堂にて披露され
　　ました。
　　この度、「鈴木三郎重家」の世界を、新たに書き下ろされた新作講談と
　　素謡により、曲の解説や現代語訳を併記したテキストに目を通しながら
　　の謡曲本文の朗読を聞いていただく、能のもつ言葉の響きに着目したイ
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　　ベントが開催されます。
　　じっくりと“謡”のもつ豊かな響きを味わってみませんか。

　　○日時　令和元年11月3日（日・祝）　14:00開始（13:15開場）
　　○場所　一乃会　神楽坂　遊楽スタジオ
　　　　　　（新宿区改代町18-B1F）
　　○参加費　2,000円　定員40名（事前申し込み必要）
　　
　　※詳細はこちら
　　　http://ichi-no-kai.jp/index.php?%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AE%E3%81%AF%E3%81
%8B%E3%81%9C

７．Wanted! 和歌山県があなたをスカウトします！

　　これまでの移住イベントは、参加者が住みたい地域を自由に選ぶスタイ
　　ルでしたが、和歌山県では、地域が求める人材を参加者の中からスカウ
　　トする新しいイベント「Wakayama Love ドラフト」を東京で開催します。
　　地方暮らしに関心がある方を対象に、和歌山県内の地域（市町村）が求
　　める移住者を公募し、地域の代表が「この人こそは！」と思われるイベ
　　ント参加者をスカウトします。
　　スカウトされた参加者には後日実際に現地に訪問してもらい、スカウト
　　先での生活イメージを固めることにより移住に繋げていきます。
　　熱意のある多くの方々の参加をお待ちしております！

　　○日時　令和元年11月15日（金）19:30～22:30
　　○場所　ダイアゴナルラン TOKYO
　　　　　　（中央区八重洲2丁目8-7 福岡ビル4F）
　　○参加費　無料　定員30名 (先着順にご案内)

　　※エントリーはこちら
　　　https://www.sibire.co.jp/wakayama_draft_tokyo

８．「和歌山ICT企業誘致フォーラムin東京」を開催します！

　　和歌山県の田辺・白浜地域に、首都圏ICT企業のサテライトオフィス設置
　　が続き、全国から注目が集まっています。
　　何故今、和歌山が注目されているのか。その理由は、一つではありません。
　　和歌山のビジネス環境や全国トップレベルの奨励金制度など和歌山が注目
　　される理由について、様々な角度からご紹介します。
　　サテライトフィスの設置を検討されている方はもちろん、まずは和歌山っ
　　てどんなところかお知りになりたい方も奮ってご参加下さい。

　　○日時　令和元年11月21日（木）17時00分～19時30分
　　○場所　新丸ビルコンファレンススクエア9階（Room901）
　　　　　　（千代田区丸の内1-5-1）
　　○概要　・和歌山県のビジネス環境とICT企業誘致の取組紹介
　　　　　　・和歌山県立地企業による事例紹介
　　　　　　　（クオリティソフト、セールスフォース・ドットコム、ウフル）
　　　　　　・白浜町でのワーケーション事業のご案内
　　　　　　・交流会（和歌山自慢の食材等提供）
　　○参加費　無料。ただし、事前の参加申し込みが必要。　

　　※参加申し込みはこちら
　　　https://shinsei.pref.wakayama.jp/mUwwZwns
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◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《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．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/

３．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！
　
　　「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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４．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

５．世田谷に「有田川食堂」がオープンしました！

　　８月に「有田川食堂」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。
　　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/

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

【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
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　　　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】
　
　和歌山の“秋”といえば、「カキ」「極早生みかん」がスタートします。
　夏の疲れが残る時期にぴったりの、ビタミンＣやβ－クリプトキサンチン
　を含む和歌山のフルーツを是非ご賞味ください。
　その際は、ポケットマルシェ和歌山県特設サイトで、お取り寄せに加え、
　生産者の皆さんとの交流もいかがでしょうか。　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２９２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30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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