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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。

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

　年度末に差し掛かり、皆様色々お忙しい日々を過ごされていることと思い
ます。
　東京都心部において、３月１４日に桜の開花宣言があり、これから春本番
を迎えようとしていますが、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、
お花見や歓送迎会等の催しを控えるよう求められています。
　現在の状況は大変厳しいですが、引き続き感染防止対策に努め、みんなで
乗り切りましょう。
　それでは、『TOKYO KEY STATION』第３１５号をお届けします。

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

　　　　　　　　　　　  【ヘッドライン】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．【東京開催】春の移住相談会「わかやまLIFEを、かなえよう。」
　　開催について

２．和歌山ゆかりの方による展示会のご案内

３．たま駅長がモチーフの「たま電車ミュージアム号」運行プロジェクト
　　に伴う和歌山電鐵サポーター募集【クラウドファンディング】

４．ドキュメンタリー番組『くじらと共に~捕鯨のまちを訪ねて~』の
　　放送予定について

５．KIOI Flower Salon「和歌山のシャンペトルブーケ」開催

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既　　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．和歌山県×三越伊勢丹ものづくり事業　オンライン販売開始！

２．「聖地高野山と有田川上流域を結ぶ持続的農林業システム」
　　「みかん栽培の礎を築いた有田みかんシステム」
　　が日本農業遺産に認定されました！

３．「もやい展」が開催されます！

４．アンテナショップ「わかやま紀州館」通販サイトがオープン！

５．「和みわかやまっぷwith スタンプラリー」を開始しました！

６．スマートフォン等を活用したスタンプラリーを実施中！

７．株式会社モスフードサービスから
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　　和歌山県産「南高梅」の果汁を使用した商品を発売！

８．アサヒ飲料株式会社から和歌山県産「南高梅」使用『三ツ矢梅』を発売！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

　　　　　　　　　　　　　【詳　　細】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．【東京開催】春の移住相談会「わかやまLIFEを、かなえよう。」
　　開催について

　　現地和歌山のワンストップパーソン（移住担当者）が、有楽町に
　やって来て、移住相談に応じます。
　　個別対応なので、なんとなく移住に関心があるという方も、具体
　的に計画している方も、それぞれ自分のペースに合った相談ができ
　ます。
　　WEBだけでは分からなかったことがたくさん見つかるはずです。
　　たくさんの方にお声がけいただき、少しでも和歌山に興味を
　持っていただけると幸いです。

　　■イベント概要
　　　日時：令和３年３月２７日（土）12:00～15:45
　　　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
　　　内容：個別ブースでの相談会（完全予約制・先着順）
　　　　　　（1）～（10）の相談ブースがあります。
　　　　　　1箇所の相談時間は、最大45分です。
　　　　　　①12:00～12:45
　　　　　　②12:45～13:30
　　　　　　③13:30～14:15
　　　　　　④14:15～15:00
　　　　　　⑤15:00～15:45
　　　　
　　※詳しくはこちら
　　https://www.wakayamagurashi.jp/howto/event-info/15222

２．和歌山ゆかりの方による展示会のご案内

　　和歌山にゆかりのある方の展示会に関するご案内です。
　　お時間がありましたら、ぜひお立ち寄りください。

　　■六田知弘写真展「時のイコン2021」（～令和３年３月２６日まで）
　　　東日本大震災の被災地で残されたものたち。
　　　吉野、熊野をはじめ祈りを取り続ける六田さんらしい写真展です。

　　※詳しくはこちら
　　https://tokyo-live-exhibits.com/pug_tksj_rootkcontemporary/
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　　■番留京子展「The Savior is coming」（～令和３年３月２０日まで）
　　　熊野在住のアーティスト、版画家。
　　　元気をもらえる作品がいっぱいです。
　　　手の届くお値段で買える作品もたくさんあります。

　　※詳しくはこちら　　
　　https://tokyo-live-exhibits.com/pug_tkchu_ai-garo/

３．たま駅長がモチーフの「たま電車ミュージアム号」運行プロジェクトに伴う
　　和歌山電鐵サポーター募集【クラウドファンディング】

　　和歌山電鐵では、相次ぐ困難や危機を前に、持続可能な和歌山電鐵の永続
  を通じて地域社会に貢献すべく、キシカイセイの新たなる創業にチャレンジ
  しています。
　 その目玉として、たま駅長をモチーフに水戸岡鋭治氏デザインによる「た
  ま電車ミュージアム号」を、みなさまとともに創り上げるためのプロジェ
　クトを開始しました。
　　鉄道インフラを使って地域の活性化を図り、日本一の地方鉄道沿線ができる
　よう頑張ります。みなさまの絶大なご支援をよろしくお願いいたします！

　　■プロジェクト内容
　　「たま電車ミュージアム号」車両改装のクラウドファンディングによる
　　サポーター募集
　　　募集期間：令和３年２月２２日（月）～令和３年５月２１日（金）

　　【一般向け】
　　　たま電車2サポーター
　　　《3千円》《5千円》
　　　　・たま駅長2（ニタマ）肉球印付き、御礼ポストカード
　　　　・限定缶バッジ（非売品）　1個
　　　　・和歌山駅（9番ホーム）に3か月間ご芳名を掲示いたします
　　　　　※2021年8月7日～2021年11月7日まで（予定）

　　　《1万円》《5万円》《10万円》
　　　　・たま駅長2（ニタマ）肉球印付き、御礼ポストカード
　　　　・限定缶バッジ（非売品）　1個
　　　　・「たま電車2」（仮称）の車内に設置するプレートにご芳名を掲示
　　　　　する証明書
　　　　　※車内プレートへのご芳名掲示は運行開始から最低1年間。
　　　　　（車両検査等による運休期間を含む）以降、当該車両の運行が続く
　　　　　　限り恒久的に掲示いたします。

　　【企業向け】
　　　たま電車2オフィシャルサポーター【限定4社】
　　　《100万円》
　　　　・たま駅長2（ニタマ）肉球印付き、御礼ポストカード
　　　　・限定缶バッジ（非売品）　10個
　　　　・「たま電車2」（仮称）の車体に企業ロゴを掲示する証明書
　　　　　※車内プレートへのご芳名掲示は運行開始から最低1年間。
　　　　　（車両検査等による運休期間を含む）
　　　　たま電車2オフィシャルサポーター【限定2社】

　　　《200万円》
　　　　・たま駅長2（ニタマ）肉球印付き、御礼ポストカード
　　　　・限定缶バッジ（非売品）　20個
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　　　　・「たま電車2」（仮称）の車体に企業ロゴを掲示する証明書
　　　　　※車内プレートへのご芳名掲示は運行開始から最低1年間。
　　　　　（車両検査等による運休期間を含む）

　　※詳しくはこちら
　　https://www.wakayama-dentetsu.co.jp/2021/02/22/tamatrain_museum/

４．ドキュメンタリー番組『くじらと共に~捕鯨のまちを訪ねて~』の
　　放送予定について

　　昨年日本鯨類研究所の協力の下に制作されたドキュメンタリー番組
　『くじらと共に～捕鯨のまちを訪ねて～』がＢＳフジで放送される
　ことになりました。 
　　日本人は古来よりクジラを捕獲し、その恩恵を授かってきました。
　長い年月をかけて育まれたクジラ文化の多くは、日本独自の伝統と
　して語り継がれています。
　　それぞれの地域でクジラとどう向き合っているのか見どころです。
　　放送は週末の深夜になりますので、ぜひ録画予約をされて視聴
　いただければ幸いです。
　　放送予定は下記のとおりです。 

　　■日時：令和３年３月２０日（土）27：30～28：30
　　　　　和歌山県太地町編、南房総市和田浦編

５．KIOI Flower Salon「和歌山のシャンペトルブーケ」開催

　　紀州藩の上屋敷跡に建つガーデンテラス紀尾井町。
　　町名の由来ともなった紀州藩ゆかりの場所で、和歌山県を代表
　するスターチスなどを使ったナチュラルなブーケを作ります。
　シャンペトルとはフランス語で「田舎風」。草花摘んできたような春
　を感じるブーケです。レッスン後はおいしいケーキでティータイムを。
　　新型コロナウイルス感染予防に配慮した会場レイアウトで安心して
　ご参加いただけます。
　　
　　■日程：令和３年４月２日（金）、４月９日（金）
　　 時間：14:30～16:30
　　 会場：ガーブセントラル（紀尾井テラス1階）
　　 参加費：6,600円（材料費、ケーキセット、税込み）

　　※詳しくはこちら
　　　https://www.tgt-kioicho.jp/event/details/evnt294.html

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既　　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．和歌山県×三越伊勢丹ものづくり事業　オンライン販売開始！

　　和歌山県では、県産品のブランド力向上と販路拡大を目指し、平成２９年度
　から「わかやま産品魅力再発見事業」を実施しています。本年度も、株式会社
　三越伊勢丹のバイヤーのアドバイスにより、応募があった県内製造事業者が
　自社商品のブラッシュアップを実施し、下記のとおりリニューアルした商品
　の情報発信及び販売を開始します。

　　■掲載サイト
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　　　【三越伊勢丹オンラインストア：「和歌山ものづくり」スペシャルサイト】
　　　　①期　　間：令和３年２月１５日（月）～３月３１日（水）
　　　　②掲載内容：食品　５商品（５事業者）
　　　　　Living＆Art　１商品（１事業者）
　　　【オンラインストア MOO:D MARK by ISETAN※】
　　　　①期　　間：令和３年２月１６日（火）～
　　　　②掲載内容：食品　４商品（４事業者）
　　　　　※MOO:D MARK by ISETAN
　　　　２０～３０代の若年層をメインに、ギフト商品を提供するオンラインサ
　　　　イト

　　※詳しくはこちら
　　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/32719_0.pdf

２．「聖地高野山と有田川上流域を結ぶ持続的農林業システム」
　　「みかん栽培の礎を築いた有田みかんシステム」
　　が日本農業遺産に認定されました！

　　　令和２年７月に認定申請した「聖地高野山と有田川上流域を結ぶ持続的農
　　林業システム」及び「みかん栽培の礎を築いた有田みかんシステム」が、
　　日本農業遺産に認定されました。
　　　今後は、「農業遺産保全計画」に基づくシステムの保全・継承活動により、
　　認定を活かした地域振興に取り組みます。

　　【システムの概要】
　　　○聖地高野山と有田川上流域を結ぶ持続的農林業システム
　　　（高野町・かつらぎ町（花園）・有田川町（清水）
　　　・高野山を支えるとともに、平地の少ない有田川上流域の暮らしを発展
　　　させた持続的農林業システム。
　　　・本システムでは、高野六木制度により100を越える木造寺院を維持。
　　　傾斜地での仏花栽培や畦畔を利用した植物の栽培により、高野・花園・
　　　清水地域が互いに支え合い、平地の少なさを克服している。
　　　○みかん栽培の礎を築いた有田みかんシステム
　　　（有田市・湯浅町・広川町・有田川町）
　　　・日本で初めて、みかん栽培を生計の手段にまで発展させた持続的農業シ
　　　ステム。
　　　・農家による優良品種の発見、産地内での苗木生産、地勢・地質に応じた
　　　栽培や「蜜柑方（みかんがた）」を起源とする多様な出荷組織の共存に
　　　よる本システムにより、有田地域は日本一の生産量を誇る温州みかん産地
　　　に発展。

　　　※詳しくはこちら
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070110/d00206696_d/fil/210219nihonnougyoui
san.pdf

３．「もやい展」が開催されます！

　　和歌山県出身の写真家・編集者である中筋純氏が主宰する「もやい展」が
　開催されます。
　　中筋氏の写真をはじめ、絵画、彫刻、造形、サウンドパフォーマンスなど
　多くの展示がありますので、ぜひお立ち寄りください。入場無料です。

　　3.11から１０年、語り紡ぐ命の連綿
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　　絵画、彫刻、写真、映像、そしてパフォーマンス…
　　表現は未来へ何を語り紡ぐのか？
　　金沢２１世紀美術館で好評を博した「もやい展」が
　　２０２１年春、東京にあらわる！
　　そして、立ち寄ったあなたも未来への表現者の一人となる。

　　　期　間：令和３年４月１日（木）～４月８日（木）
　　　　　　　１０時～２０時（７日（水）２１時、８日（木）１７時まで）
　　　場　所：タワーホール船堀　１Ｆ展示ホール
　　　　　　　（都営地下鉄新宿線船堀駅徒歩１分）
　　　入場料：無料

　　※詳しくはこちら
　　https://note.com/niq/n/nef044d0c95fe

 
４．アンテナショップ「わかやま紀州館」通販サイトがオープン！
　
　　和歌山県が東京有楽町に設置するアンテナショップ「わかやま紀州館」
　の商品が、通販サイトで購入出来ることになりました。

　　通販サイト開設に伴い、より多くの方に和歌山県産品の魅力をお伝えす
　るとともに、新型コロナウイルスの影響による新たな生活様式での多様
　なお客様ニーズにも応えていきます。

　　みなさま是非ご利用ください。　　

　　※通販サイト
　　https://shop-kishukan.raku-uru.jp/

５．「和みわかやまっぷwith スタンプラリー」を開始しました！

　　和歌山県内のお食事処、お土産処、温泉・入浴施設を紹介し、観光客の
　みなさまに県内を広く周遊していただくよう、「和みわかやまっぷwith
　スタンプラリー」の冊子を作成しました。冊子には、店舗のバリアフリー
　情報や地域のトイレ情報、バイクラック・サイクルステーションの情報、
　禁煙店舗に加え、駅に近い店舗についても明記しています。
　　また、抽選で和歌山県の名産品が当たるスタンプラリーや、各店舗で使える
　お得なクーポンもついています。

　　　実施期間：令和2年10月6日（火）～令和3年8月31日（火）
　　　内　　容：
　　　・お食事処、お土産処、温泉・入浴施設249店舗を掲載
　　　・全店舗で使えるお得なクーポン付き！
　　　・抽選で宿泊券や県名産品が当たるスタンプラリーを実施
　　　　＊冊子裏のスタンプラリー台紙に、スタンプを集めて応募すると、
　　　　　合計約365名様に賞品が当たります！
　　　配置場所：和歌山県内（一部県外）道の駅、各市町村、各市町村観光協会、
　　　宿泊施設、掲載店舗、県内ＪＲ各駅など

　　※詳しくはこちら
　　https://www.wakayama-kanko.or.jp/features/wakayamap/

６．スマートフォン等を活用したスタンプラリーを実施中！
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　　観光客のみなさまに楽しみながら県内を周遊してもらえるよう、
　スマートフォン等を活用したスタンプラリーを実施しています。

　　　期間：令和2年10月30日～令和4年2月28日
　　　内容：①「わかやま歴史物語 人物編（江戸～近代）」
　　　　　　②「水の国、わかやま。」　
　　　　スタンプやスタンプ台に触れることなく楽しめます。
　　　　獲得したスタンプ数に応じて、賞品のプレゼントもありますので、
　　　「蘇りの地、わかやま」で、県内各地を巡り・体験し、心身共に
　　　リフレッシュしてください！！

　　※詳しくはこちら
　　https://wakayama-stamprally.jp/

７．株式会社モスフードサービスから
　　和歌山県産「南高梅」の果汁を使用した商品を発売！

　　梅の収穫量日本一である和歌山県産「南高梅」の果汁を使用した商品が、
　令和3年2月10日（水）から全国のモスバーガー店舗で発売されます。

　　　商品名　　：まぜるシェイク 紀州南高梅
　　　販売期間　：令和3年2月10日（水）～令和3年3月下旬頃まで
　　　容器・価格：Sサイズ269円（税別）、Mサイズ334円（税別）
　　　発売地域　：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）
　　　商品特徴　：バニラシェイクと和歌山県産南高梅果汁が合わさり、クリー
　　　　　　　　　ミーな甘さのなかに、程よい酸味と爽やかな香りを楽しめる
　　　　　　　　　味わいです。

　　※詳しくはこちら
　　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/32639_0.pdf

８．アサヒ飲料株式会社から和歌山県産「南高梅」使用『三ツ矢梅』を発売！

　　収穫量日本一の和歌山県産「南高梅」の果汁とピューレを使った「『三ツ
　矢』梅」が、2月2日（火）から、リニューアル発売されました。
　今年はパッケージに「ギュッとクエン酸1000㎎配合」というアイキャッチ
　が入ることで、クエン酸を含むことが分かりやすいデザインになりました。

　　　商品名　　：「三ツ矢」梅
　　　販売期間　：令和3年2月2日（火）～通年
　　　容量・価格：PET500ml 140円（税別）、PET1.5L 3４0円（税別）
　　　発売地域　：全国のコンビニ、量販店　他
　　　商品特徴　：和歌山県産の南高梅を使用しており、南高梅の持つ芳醇な香
　　　　　　　　　りと、すっきりした甘酸っぱさが味わえる炭酸飲料です。
　　　　　　　　　クエン酸を1,000㎎配合しており、気分転換にもぴったりで
す。

　　※詳しくはこちら
　　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/32604_0.pdf
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【アクセスしてください】
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　■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/000200/snslink/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。是非お立ち寄りください！
　　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、ご案内ください！
　　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】

　「未曾有の災害」といわれた東日本大震災から１０年が経過
　しました。
　しかし、２月には東北で震度６強を観測する地震が発生した
　り、和歌山県でも、震度３以上の地震を数回観測するなど、
　全国各地で地震が相次いで発生しています。
　現在のコロナ禍において、今、大きな災害が発生した場合、
　自分はどうすればいいか、改めて見つめ直す絶好の機会だと
　思います。
　それぞれの立場を考えたうえで、状況に応じた対応できる
　よう、普段から心がけておきましょう。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第315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3年4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。
　　　
　　　Email: e0006011@pref.wakayama.lg.jp
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☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 　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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