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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。
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つい『暑い』といってしまう毎日ですが、『熱い』ニュースも届けられています。
東京2020オリンピック競技大会において、和歌山県出身の四十住さくら選手がス
ケートボード・女子パークにて金メダルを獲得！
県ゆかりの選手をはじめ、活躍・感動がたくさん伝えられました。
和歌山県内でも、紀の国わかやま総文2021が開催され、出場はもちろん、準備か
ら運営まで高校生が大いに躍動しました。
この後も、東京2020パラリンピック競技大会や、紀の国わかやま文化祭2021と、
『熱い』毎日はまだまだ続きます！

それでは、『TOKYO KEY STATION』第３２２号をお届けします。

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

　　　　　　　　　　　  【ヘッドライン】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．「資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ」で
　　和歌山県 紀の川市産 無花果（いちじく）を使ったパフェが登場！！

２．紀の国Web就職フェアを開催します！

３．亀田製菓株式会社から和歌山県産「ぶどう山椒」を使用した
　　『技のこだ割りぶどう山椒味』を発売！！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既　　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．和歌山ならではのアウトドア観光ポータルサイト「わかやま遊び」を開設
　　します！！

２．ワーケーション自治体協議会が、「令和３年度ワーケーション・コレクティ
　　ブインパクト（ＷＣＩ）」を開催し、和歌山県でも官民参加型ワーケーショ
　　ンツアーを実施します。 

３．株式会社ふみこ農園から和歌山県産果汁を使用した
　　『「カラダうれしい」果実＆野菜のわかやまスムージー』を発売！！

４．和歌山の食の総合ポータルサイト「おいしく食べて和歌山モール」がオー
　　プンします！

５．今年は和歌山県が誕生して１５０年！
　「和歌山県誕生１５０年記念式典」を開催します！
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６．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！

７．「和みわかやまっぷ with スタンプラリー」実施しています！

８．スマートフォン等を活用したスタンプラリーを実施中！

９．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！

10．アドベンチャーワールドのジャイアントパンダの赤ちゃん「楓浜(ふうひん)」
　　の毎日の様子をWEBでご覧いただけます！

11．「おうちで和歌山」特設サイトで県産食材を使った料理動画等を公開中！

12．和歌山県への移住情報（オンライン相談等）

13．南紀白浜リゾートの新オフィスビル「ANCHOR（アンカー）」への入居企業
　　募集中！

14．「WEST EXPRESS 銀河」が運行します！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

　　　　　　　　　　　　　【詳　　細】

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．「資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ」で
　　和歌山県 紀の川市産 無花果（いちじく）を使ったパフェが登場！！

　　和歌山県では、わかやま産ブランドの向上と販路開拓を目的に、高級外食店
　　への県産品採用に向けた取組を行っています。
　　このたび、創業１００年を超える「資生堂パーラー」の「 銀座本店サロン・
　　ド・カフェ」で開催される『真夏のパフェフェア』 第2弾（8月1日（日）～
　　8月31日（火））において、今年も「和歌山県紀の川市産”無花果”のパフェ」
　　が登場します！
　　和歌山県の旬の無花果をふんだんに使用したパフェを、東京でお楽しみくだ
　　さい！

　　「和歌山県紀の川市産”無花果”のパフェ」
　　場所：資生堂パーラー銀座本店サロン・ド・カフェ
　　　　　（東京都中央区銀座8-8-3　東京銀座資生堂ビル3F）
　　期間：令和3年8月1日（日）～8月31日（火）
　　値段：2,300円（税込）

　　※詳しくはこちら
　　　https://parlour.shiseido.co.jp/

２．紀の国Web就職フェアを開催します！
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　　和歌山県では、一般求職者及び学生の就職活動を支援するため、Web形式で
　　の合同企業説明会及び就職活動に有益なセミナーを開催します。
　　Web形式ですので、場所を問わずに参加いただけます。また、タイムスケ
　　ジュールを確認し、興味のある企業を選んで視聴や質問をすることも可能で
　　す。
　　ぜひこの機会に奮ってご参加ください。

　　日時：令和3年8月29日（日）10:00～17:00
　　対象：一般求職者・2022年3月卒業予定の学生（高校生を除く）
　　内容：①Web形式による合同企業説明会
　　　　　　・1社につきPR10分・質疑応答2分
　　　　　②Webセミナー『希望を叶える就職活動のコツ』
    　　　（第１回　10:30～12:00 /  第２回　13:30～15:00）
　　　　　　・応募書類作成のお悩みを解決！志望動機と自己PRの書き方
　　　　　　・面接マナーのポイント

　　※詳しくはこちら
　　　https://www.wakayama-uiturn.jp/student/event/page?id=44

３．亀田製菓株式会社から和歌山県産「ぶどう山椒」を使用した
　　『技のこだ割りぶどう山椒味』を発売！！

　　県では、「わかやま産ブランドの向上と県産食材の認知度向上」を目的に
　　食品メーカーへの食材提案を行っています。
　　このたび、亀田製菓株式会社から、和歌山県産「ぶどう山椒」を使用した
　　『45g 技のこだ割り ぶどう山椒味』が、令和3年8月30日（月）より、
　　全国のコンビニエンスストアなどで発売されます。

　　商品名：45g 技のこだ割り ぶどう山椒味 
　　販売期間：令和3年8月30日（月）～12月中旬頃（期間限定）
　　容器・容量：45ｇ／袋　
　　参考小売価格：130円前後（税抜）
　　発売地域：全国のコンビニエンスストアなど
　　商品特長：“あえて割るからこそしみ込む濃厚な味わい”が特長の「技のこだ
　　　　　　　割り」シリーズから、『45g 技のこだ割り ぶどう山椒味』を期
　　　　　　　間限定で発売します。“和歌山県産ぶどう山椒”の爽やかな辛みが、
　　　　　　　「技のこだ割り」の濃厚な醤油の味わいと相性ぴったりなおいし
　　　　　　　さです。おやつやおつまみにぜひお楽しみください！　　　

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇《既　　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．和歌山ならではのアウトドア観光ポータルサイト「わかやま遊び」を開設し
　　ます！！

　　自然に触れ合うアウトドア志向が急激に高まっていることから、本県の
　　海・川・山・空などの豊かな自然を活かしたアウトドア・フィールドで
　　リフレッシュして貰うため、本県アウトドアの魅力発信や体験メニューの
　　オンライン予約ができるポータルサイトを、国内最大級の体験予約サイト
　　「アクティビティジャパン」のWEBサイト内に開設します。

　①テーマ別(海・川・山・空)にアウトドア体験を検索でき、オンライン予約
　　まで可能。
　②体験内容をイメージしやすいように、県内体験事業者へのインタビュー動画
　　や体験レポートを掲載。
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　③果樹王国わかやまならではの、「農業体験・フルーツ狩り」などの魅力も
　　紹介。

　※詳しくはこちら
   https://bit.ly/3zCmSuS

２．ワーケーション自治体協議会が、「令和３年度ワーケーション・コレクティ
　　ブインパクト（ＷＣＩ）」を開催し、和歌山県でも官民参加型ワーケーショ
　　ンツアーを実施します。
 
　　ワーケーション自治体協議会の事業の一環として、「ワーケーション」と
　　いう手段を活用しながらポストコロナ社会を見据え、官民参加型の
　　ワーケーションツアーを全国8道県の地域で実施いたします。

　　以下内容を盛り込んだワーケーションツアー（2泊3日～3泊4日）を各道県で
　　実施
　　・各テーマ関連施設の視察
　　・各テーマに関する地元事業者や有識者の講義及び意見交換等
　　・参加者間でのグールプディスカッション及びプレゼンテーション
　　【和歌山県におけるツアー内容】
　　１．日　時：令和3年9月27日（月）～29日（水）
　　２．場　所：和歌山県田辺市・白浜町
　　３．テーマ：地域から発信するCX（コーポレートトランスフォーメーション）
　
　※詳しくはこちら
　　https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/020400/workation/wci.html

　　またツアー募集に係るオンライン説明会を実施します。
　　■日時・内容　令和3年8月26（木）14：00～15：00（事前申込）
　　　ＷＣＩ事業説明／各地域でのツアー紹介
　
　※詳しくはこちら
　　https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/020400/workation/wci_d/fil/besshi2.pdf

３．株式会社ふみこ農園から和歌山県産果汁を使用した
　　『「カラダうれしい」果実＆野菜のわかやまスムージー』を発売！！

　　和歌山県では、「わかやま産ブランドの向上と県産食材の認知度向上」
　　を目的に食品メーカーへの食材を提案しています。
　　このたび、株式会社ふみこ農園（代表取締役：成戸文子　所在地：和
　　歌山県有田郡有田川町野田594-1）より、和歌山県産果汁を使用した
　　『わかやまスムージー』が、自社店舗、ECサイト（Amazon、楽天市場、
　　Yahoo!ショッピング、au PAYマーケット）で発売されます。
　　今後も食品メーカーとの協力商品を推進し、和歌山県産品の魅力を
　　発信していきます。
　　　
　　　商品名：「カラダうれしい」果実＆野菜のわかやまスムージー６本入
　　　　　　（白桃＆白いんげん豆、みかん＆にんじん、はっさく＆かぼちゃ、
　　　　　　　キウイフルーツ＆ほうれん草、いちじく＆とうもろこし、
　　　　　　　いちご＆トマト）
　　　販売期間：令和3年6月28日（月）～
　　　容器・容量：200g×6本
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　　　参考小売価格：4,860円（税込）
　　　発売方法：自社店舗、ECサイト（Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング、
　　　　　　　　au PAYマーケット）など
　　　商品特徴：野菜を毎日摂取するには、毎日食べたいと思っていただける
　　　　　　　　ような美味しさと、調理なしで召し上がっていただける手軽さ
　　　　　　　　が大切だと考えました。
　　　　　　　　和歌山県産の果実をピックアップし、それに合う国産野菜の
　　　　　　　　組み合わせを行い、試行錯誤の末たどり着いた6種類のスムー
　　　　　　　　ジーです。　

　　　※詳しくはこちら
　　　https://www.fumiko.co.jp/

４．和歌山の食の総合ポータルサイト「おいしく食べて和歌山モール」が
　　オープンします！

　　和歌山県ではこれまで県産品販売ECモールとして「ふるさと和歌山わ
　　いわい市場」を運営してまいりましたが、これをさらに拡充させ、
　　食の総合ポータルサイト「おいしく食べて和歌山モール」として
　　リニューアルし、あらゆる県産農水産物・食品がすぐに購入できる
　　サイトの構築を目指します。

　　＜おいしく食べて和歌山モールの特徴＞
　　①見やすく商品を購入しやすいページ構成とし、和歌山の食の魅力を
　　　伝える情報を発信。
　　②事業者のECサイトや出店している大手ECモールから、購入者の
　　　好みに合わせて購入可能。
　　③モール内で見つけやすくなるように、カテゴリや事業者、キーワード
　　　による検索と併せ、「タグ」検索機能を新たに導入。
　　　例）「#ギフト」や「#詰め合わせ」など

　　＜コンテンツ構成＞
　　■BtoCエリア(メインページ)
　　　・季節や催事・行事に合わせた商品特集や、様々な食にまつわる
　　　　コンテンツを掲載。
　　　・モールに出品されている商品を日替わりでランダムに取り上げる
　　　　「商品ピックアップコーナー」を設置。
　　■BtoBエリア(バイヤー向けページ)<※11月頃オープン予定>
　　　・県産品データベースやWeb上で商談を行えるシステムを構築。

　　　※詳しくはこちら
　　　https://oishii-wakayama.com/

５．今年は和歌山県が誕生して１５０年！
　　「和歌山県誕生１５０年記念式典」を開催します！

　　明治4年（1871年）11月22日、和歌山・田辺・新宮の３県の統合により、
　　現在の和歌山県が誕生しました。
　　誕生１５０年を記念し、これまでの県の歴史を振り返るとともに、
　　未来を考える機会となる記念式典やパネル展を開催します。
　　県民の皆様が、郷土についてさらに理解と関心を深めることで、ふるさと
　　を愛する心を育む機会といたしますので、是非とも会場にお越しください。
　　※11月22日を「ふるさと誕生日」として条例で定めています。
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　　【記念式典】観覧者の募集は７月１０日から８月２０日まで
　　　日時：令和3年9月25日（土）12:30～17:00
　　　場所：和歌山県民文化会館大ホール
　　　内容：〇記念講演
　　　　　　　御厨 貴 氏「和歌山の近代１５０年を問う」
　　　　　　　辻原 登 氏「わが生地、わが聖地・熊野」
　　　　　　〇和歌山県文化表彰受賞記念演奏
　　　　　　　辻本　好美 氏（尺八）
　　　　　　　中谷　政文 氏（ピアノ）
　　　　　　〇未来へのメッセージ（小中高校生による作文の朗読 3名）
　　　　　　　（県主催作文コンクール各部門最優秀賞受賞者）
　　　　　　〇映像上映「和歌山県のあゆみ」
　　　※記念式典に併せて物産販売を行います。
　　　　（場所／県民文化会館前広場　時間／11:30～17:30）

　　【記念パネル展】申込み不要　
　　　日時：令和3年11月19日（金）～22日（月）9：00～17:00
　　　　　　（最終日は16:00まで）
　　　場所：和歌山県民文化会館特設展示室
　　　内容：パネル展示、映像上映　他

　　【巡回パネル展】申込み不要　
　　　期間：令和3年8月～12月
　　　場所：県内10ヶ所　
　　　内容：パネル展示
　　
      ※詳しくはこちら
      http://wakayama150.telewaka.tv/
 

６．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/

７．「和みわかやまっぷwith スタンプラリー」を実施しています！

　　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）

ページ(6)



322.txt
　　　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/

８．スマートフォン等を活用したスタンプラリーを実施中！

　　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/

９．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

10．アドベンチャーワールドのジャイアントパンダの赤ちゃん「楓浜（ふうひん）
    」の毎日の様子をWEBでご覧いただけます！

　　　アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）では、令和２年１１月２２日
　　に誕生したジャイアントパンダの赤ちゃん「楓浜（ふうひん）」の毎日の様
　　子をWEBで公開しています。
　　　ぜひ、可愛い楓浜の日々の成長をご覧ください。
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　　▼ 詳細はこちら ▼
　　https://www.youtube.com/playlist?list=PLts3ctjqAgO6OaZJRByNsEfLz-4wMBE-V

11．「おうちで和歌山」特設サイトで県産食材を使った料理動画等を公開中！

　　　新型コロナウィルス感染症の影響により、不要不急の外出自粛が続いてい
　　る中で、食の宝庫である和歌山県では、自宅で和歌山のおいしいものを食べ
　　て楽しく過ごせるよう、「おうちで和歌山」特設サイトを開設しています。
　　　サイトでは、県産食材を使った料理動画などを掲載していますので、おう
　　ちで新たな料理にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

　　▼ 詳細はこちら ▼
　　https://food-distr.pref.wakayama.jp/athome/index.html

12．和歌山県への移住情報（オンライン相談等）

　　　現在、新型コロナウィルス感染症の影響もあり、密な大都市から自然豊か
　　な地方への移住を検討される方が増えています。
　　　なかでも和歌山県は、ふるさと回帰支援センターが実施する「2020年移
　　住希望地域ランキング」のセミナー参加者数で全国１位になるなど、特に
　　注目を集めているエリアです。
　　　和歌山県への移住については、オンラインでの相談やイベント等も実施
　　していますので、ご興味のある方は下記HPをご覧ください。

　　▼ 詳細はこちら ▼
　　https://www.wakayamagurashi.jp/

13．南紀白浜リゾートの新オフィスビル「ANCHOR（アンカー）」への入居企業募
　　集中！

　　　ワーケーションでも注目を集めている南紀白浜リゾートに、新たなサテラ
　　イトオフィス用の施設「ANCHOR（アンカー）」が完成しました。
　　　現在、残り１室で入居企業を募集していますので、地方へのサテライトオ
　　フィス設置をご検討の企業におかれましては、ぜひ下記までご連絡ください。

　　※ANCHORへの入居や企業誘致奨励金等に係るお問い合わせ先：
　　　県企業立地課：073-441-2748　
　　　県東京事務所（企業誘致担当）：03-5212-9057

　　▼ 詳細はこちら ▼
　　https://os-workingretreat.jp/nankishirahama/

14．「WEST EXPRESS 銀河」が運行します！

　　7月16日から12月22日まで、京都駅と新宮駅を結ぶ「WEST EXPRESS 銀河」
　　が紀南地域を運行します。
　　片道10時間ののんびり鉄道の旅をご堪能されてはいかがでしょうか

　　　※詳しくはこちら
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　　　https://www.westjr.co.jp/press/article/items/210513_01_ginga.pdf

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

【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/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！「おいしく食べて和歌山モール」
　　https://oishii-wakayama.com/
　■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】
　まだまだ暑いなかですが、それでも日差しの強さや虫の声には秋の気配が
　すこし。
　テレワークが日常になったせいか、この頃は、時間や季節の移ろいを感じる
　ことが増えたような気がします。
　つられて思い出すのは、夏休みの宿題に追われる焦り・焦り・焦り…。
　すこしセンチメンタルな感情になってしまうのは、この編集後記の提出が
　迫っているからというのは内緒です（汗）。
　さあ、新学期もはじまりです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第322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9月15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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