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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。

◆◇===========================================================
雨が降るごとに肌寒さが増し、秋の深まりを感じる日々となりました。
お家でゆっくり過ごすときは、今号で紹介する和歌山の情報でぜひ楽しんでくだ
さい。

それでは、『TOKYO KEY STATION』第３２５号をお届けします。

===========================================================◇◆

　【 ヘッドライン 】

◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．おいしいにっぽんフェス2021　地域のイッピン×WASHUめぐりに出品！

２．【オンライン】びじょネットオンラインマルシェに出品！

３．【オンライン有】第１５回田辺・弁慶映画祭が開催！

４．【オンライン】Wakayama Career Meetup！開催！

５．【オンライン有】和歌山県が日本初の「パワーサラダ専門店」をジャック！
『HIGH FIVE SALAD』の全メニューに和歌山県の特産品を使用（11/1～11/30）

６．MOCTION企画展 vol.16 “東京に、紀州の香りを届けたい。” 木の国 和歌山
『紀州材展』を開催しています（～11/3）

７．県とJAグループ和歌山との協働により首都圏百貨店等にて、県産青果物のプ
ロモーションを展開します。

８．【オンライン有】いよいよ開催！紀の国わかやま文化祭2021（10月30日～11
月21日）

◆◇◆◇《既　　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．資生堂パーラー銀座本店レストランで“日本美味フェア～シェフお薦め 和歌
山県＆福岡県コース”が期間限定で登場！（10/1～10/31）

２．和歌山県産のフルーツを使った人気パフェが東京進出！「観音山フルーツパ
ーラー」銀座店・表参道店が新規オープン！

３．【オンライン】『高野山・熊野を愛する100人の会』高野山・熊野の魅力講
座 配信開始

４．【オンライン】UIターン就職フェア（10/31）開催

５．【オンライン有】濱口梧陵偉業顕彰シンポジウム（11/5）開催
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６．【オンライン】和歌山大学『観光・地域づくり』講座の受講生募集

===================================================================

　【 詳 細 】

===================================================================

◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

*******************************************************************
１．おいしいにっぽんフェス2021　地域のイッピン×WASHUめぐりに出品！

　雑誌「オレンジページ」による全国各地のお酒が味わえるイベントです。和歌
山県からは、九重雑賀の日本酒「雑賀」が登場します。
　日時：日時：11月3日　10:30～18:30
　　　　　　　　　1部　10:30～12:30
　　　　　　　　　2部　13:30～15:30
　　　　　　　　　3部　16:30～18:30
　　　　　　　　　※各部2時間・入れ替え制
　場所：新宿住友ビル 三角広場

▼ 詳細はこちら
https://www.orangepage.net/join/fes2021/posts/posts/4536

*******************************************************************
２．【オンライン】びじょネットオンラインマルシェに出品！

　女性の活躍推進に向けて、全国の女性首長が一堂に会する「女性首長によるび
じょんネットワーク（通称：びじょネット）」。
　びじょネット参画自治体によるご当地品販売サイト「びじょネットオンライン
マルシェ」に和歌山県美浜町の特産品が出品されています。
　期間：令和4年2月28日まで

▼ 詳細はこちら
https://store.shopping.yahoo.co.jp/bijonetmarche/

*******************************************************************
３．【オンライン有】第１５回田辺・弁慶映画祭が開催！
　新人映画監督の登竜門として知られる「田辺・弁慶映画祭」が開催されます。
　昨年に引き続きコンペティション部門はオンラインでの開催となりますので、
ぜひ視聴ください。
　日時：11月19日～11月21日

▼ 詳細はこちら
　https://tbff.jp/

*******************************************************************
４．【オンライン】Wakayama Career Meetup！開催！
　
　和歌山の魅力的な地域・仕事と出会えるマッチングイベント「Wakayama 
Career Meetup！」が開催されます。
　自宅に居ながら、和歌山の仕事、暮らしを知ることができます。多くの方々の
ご参加をお待ちしています！
　日時：11月13日（土）13:30～17:00
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　定員：20名（先着順で受付）

▼ 詳細はこちら
https://www.wakayamagurashi.jp/howto/event-info/17608

*******************************************************************
５．【オンライン有】和歌山県が日本初の「パワーサラダ専門店」をジャック！
『HIGH FIVE SALAD』の全メニューに和歌山県の特産品を使用（11/1～11/30）

　和歌山県では「おいしく食べて美しくなるプロジェクト」に取り組んでおり、
美容というテーマにより県産農産物を活かした魅力発信を行っています。
　11月は和歌山のみかん果皮入りの餌で育った健康鶏「紀の国みかんどり」や、
出荷量日本一の「柿」や「みかん」、和歌山県特産「ミニトマト」、和歌山県特
産うすいえんどう「紀州うすい」を使った「おいしく食べて美しくなる」メニュ
ーを開発し、都内の3店舗に加え、ECでも販売いたします。
　
▼ 詳細はこちら
https://highfive.tokyo/news/1237

*******************************************************************
６．MOCTION企画展 vol.16“東京に、紀州の香りを届けたい。”木の国 和歌山
『紀州材展』を開催しています（～11/3）

　温暖で雨の多い気候に恵まれ、県土の約８割が広大な美林で覆われた和歌山県。
　雨による浸食作用は、時に急峻な山々と痩せた土壌という厳しい自然条件を生
み出します。
　この地で、ゆっくりと時間をかけて育った「紀州材」には、緻密な年輪と美し
い木目、優れた強度という特徴が備わっています。
　職人さんの手によって生み出された品々を、“紀州の香り”とともに会場にてご
覧ください。
　期間：～11月3日まで
　
▼ 詳細はこちら
https://moction.jp/news/exibition-22/

*******************************************************************
７．県とJAグループ和歌山との協働により首都圏百貨店等にて、県産青果物のプ
ロモーションを展開します。

　県産青果物のイメージアップを図るため、県とＪＡグループ和歌山が協働し、
首都圏各地で県産果実のPRを実施しています。
　首都圏の高級百貨店での「和歌山フェア」の開催や、県育成の甘柿新品種“紀
州てまり”のPR販売、レストランでのメニュー提供などを通じ、県産果実等の魅
力発信を行います。
　〇首都圏高級百貨店での和歌山フェア
　　1.三越銀座店　本館地下１階食品売場「室町万弥」（10：00～20：00）
　　　『県産農産物(みかん・柿)の和歌山フェア』
　　　期間：11月10日～16日
　　2.伊勢丹新宿本店　本館地下1階フレッシュマーケット（10：00～20：00）
　　　①『紀州てまりフェア』
　　　期間：11月6日、11月7日
　　　②『県産農産物(みかん・柿・ミニトマト)の和歌山フェア』
　　　期間：11月17日～23日

　〇レストラン等での県産食材コラボメニューの提供
　　3.みのる食堂　三越銀座店　9階 銀座テラス
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　　　期間：11月10日～23日
　　4.焼肉本舗　ぴゅあ　大手町店
　　　11月10日～22日のうち平日
　　5.伊勢丹新宿本店 本館地下1階
　　　キッチンステージ、フレッシュマーケット/イートインスペース
　　　①『キッチンステージ』
　　　期間：11月19日～12月7日
　　　②『フレッシュマーケット/イートインスペース
　　　　　（サヴィーニ タルトゥーフィ）』
    　11月17日～11月23日

▼ 詳細はこちら
http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/kensei/shiryo.php?sid=34132

*******************************************************************
８．【オンライン有】いよいよ開催！紀の国わかやま文化祭2021（10月30日～11
月21日）

　文化芸術活動の発表・競演・交流などを行う国内最大の文化の祭典が、10月30
日に和歌山県で開催されます。
　大会キャッチフレーズは「山青し　海青し　文化は輝く」。
　県民一人ひとりが文化活動に参加し、他者への発信や協働を通じて地域社会全
体を活性化することで、「元気な和歌山」を実現する大会となることを目指しま
す。

▼ 詳細はこちら
https://kinokuni-bunkasai2021.jp/

◆◇◆◇《既　　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

*******************************************************************
１．資生堂パーラー銀座本店レストランで“日本美味フェア～シェフお薦め 和歌
山県＆福岡県コース”が期間限定で登場！（10/1～10/31）

　資生堂パーラー銀座本店レストランでは、期間限定で和歌山県と福岡県が誇る
食材を使ったコース料理がお楽しみいただけます。
　期間：10月1日～10月31日

▼ 詳細はこちら
https://parlour.shiseido.co.jp/wpss/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-29_11-24-
31_012587.pdf

*******************************************************************
２．和歌山県産のフルーツを使った人気パフェが東京進出！「観音山フルーツパ
ーラー」銀座店・表参道店が新規オープン！

　明治44年創業の和歌山の果物農家さんが手がける「観音山フルーツパーラー」
が東京に初出店です。果物王国和歌山の旬のフルーツがふんだんに使われたパフ
ェをぜひご堪能ください。
　・銀座店　：10月18日オープン
　・表参道店：11月3日オープン

▼ 詳細はこちら
https://parlour.kannonyama.jp/
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*******************************************************************
３．【オンライン】『高野山・熊野を愛する100人の会』高野山・熊野の魅力講
座 配信開始

　世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の価値の継承とさらなる魅力を発信する
ため各界著名人からなる「高野山・熊野を愛する100人の会」。
　この度、『高野山・熊野の魅力講座（オンライン）』を配信し、皆様に「高野
山」「熊野」、今回は特に「熊野」の魅力をお届けできることとなりました。
　本講座は、100人の会メンバーで作家の荒俣宏さん、写真家の山本まりこさん、
旅行作家の石田ゆうすけさんにご出演してもらい、それぞれの視点から「高野山」
「熊野」の魅力を語っていただきました。ぜひご覧ください。
　配信期間：令和3年9月29日～令和4年3月31日

▼ 詳細はこちら
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/062400/d00208589.html

*******************************************************************
４．【オンライン】UIターン就職フェア（10/31）開催

　和歌山県へのUIターン転職を希望する方を対象に「UIターン転職フェア」を開
催します。
　UIターンの方の採用に積極的な企業のオンライン見学ツアーや和歌山の暮らし
紹介＆座談会など盛沢山の内容です。ぜひご参加ください。
　日時：10月31日（日）13:00～16:00

▼ 詳細・申込はこちら
http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/kensei/shiryo.php?sid=33922

*******************************************************************
５．【オンライン有】濱口梧陵偉業顕彰シンポジウム（11/5）開催

　和歌山県が誇る国際的な偉人“濱口梧陵”の偉業を、県内外及び海外へ発信する
ため、11月5日の「世界津波の日」にシンポジウムを開催します。WEBでのライブ
配信もありますので、ぜひご覧ください。
　日時：11月5日（金）13:00～16:00
　場所：和歌山県民文化会館　小ホール
　　　　※WEBでのライブ配信も実施します。

▼ 詳細・申込はこちら
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/011600/d00208571.html

*******************************************************************
６．【オンライン】和歌山大学『観光・地域づくり』講座の受講生募集

　本講座は、観光地や観光ビジネスにおいて高く評価されているキーパーソンを
講師に招へいし、様々な観点からの実践事例を拝聴する中で、和歌山県をはじめ
とする地域の観光振興とまちづくりの方向性を学ぶ講座です。
　受講料無料でどなたでもご参加いただけますので、ぜひご参加ください！
　日時：10月14日、10月21日、11月11日、11月25日、12月9日
　　　　※いずれも18時10分～19時40分

▼ 詳細・申込はこちら
http://www.wakayama-u.ac.jp/tourism/news/2021090700029/

=======================================================================
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【和歌山県情報発信　リンク集】

　■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】
スポーツの秋ということで身体を動かすことを新しく始めたいのですが、吹く風
の冷たさについ外に出るのが嫌になります。
まずは寒さに耐えられる身体づくりから始めようといい方法を探しているのです
が、見つかるころには冬になりそうです。
                                          　　　 第325号 　編集長
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
次回配信は、11月17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
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　　メール　e0006011@pref.wakayama.lg.jp
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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