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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。

◆◇===========================================================
冷え込み激しいこの季節。体調管理が求められます。
こんな時には、和歌山県産品で体を内から外から整えるのはいかがでしょう。
和歌山より、食材、雑貨、衣料と幅広く、新商品やお得な購入情報を詰め込み
まして、『TOKYO KEY STATION』第３２９号をお届けします。

※第328号でご案内の『公開シンポジウム「大王墓と紀伊の首長墓」』（2/13）
　については、定員が550人に縮小されています。

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

　【 ヘッドライン 】

◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．【ＵＨＡ味覚糖株式会社から和歌山県産「有田みかん果汁」を使用した
    「有田みかんのど飴」が新発売！！

２．通販カタログ「フェリシモ」でプレミア和歌山推奨品を特集！！

３．わかやま紀州館「周年祭」を開催！！

４．－誠品生活日本橋－『ディープラーニング関西 ～もので感じる、
    本で読み込む～』を開催！！

５．和歌山ニット工業組合青年部と雑誌Beginとの共同プロジェクト
　　「和歌山大莫小（だいばくしょう）」第２弾がスタート！！

６．【オンライン有】「わかやまセミナー　移住×農業」を開催！！

７．【オンライン有】世界的建築家の隈研吾氏をお招きし、東京で企業誘致・
　　　転職なき移住フォーラムを開催！！

◆◇◆◇《既　　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．【オンライン】びじょネットオンラインマルシェに出品！

２．【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

３．よい仕事おこしフェア実行委員会と包括連携協定を締結！

４．県立南部高等学校、食と農園科（園芸・加工流通コース）の新入生全国募集！

５．カゴメ株式会社から和歌山県産「有田みかん果汁」を使用した
　　「野菜生活100 有田みかんミックス」を発売！！

６．公開シンポジウム「大王墓と紀伊の首長墓」-百舌鳥・古市古墳群と
　　岩橋千塚古墳群に映し出された政治と社会-を開催します
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７．【オンライン】きのくにロボットフェスティバル2021の配信

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

　【 詳 細 】

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

◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

*******************************************************************
１．【ＵＨＡ味覚糖株式会社から和歌山県産「有田みかん果汁」を使用した
    「有田みかんのど飴」が新発売！！

　　県では、わかやま産品ブランドの向上と県産食材の認知度向上を目的に、
    食品メーカーへの県産品活用に向けた提案活動を行っています。
    このたび、ＵＨＡ味覚糖株式会社（代表取締役社長：山田泰正　本社：
    大阪市中央区）から、和歌山県産「有田みかん」の果汁を使った新商品
   『有田みかんのど飴』が発売されることとなりました。
   『有田みかんのど飴』は、ＵＨＡ味覚糖株式会社、和歌山県、有田市、
    和歌山大学との産学官連携により誕生しました。
　
▼ 詳細はこちら
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/071700/d00209306.html

*******************************************************************
２．通販カタログ「フェリシモ」でプレミア和歌山推奨品を特集！！

　　県では、プレミア和歌山推奨品の認知拡大、販路開拓を図ることを目的
　　に大型展示商談会への出展や物産店舗への出店等の取組を行っています。
　　このたび、近年伸長している通販市場での販路開拓を支援するため、大手
　　通信販売会社である株式会社フェリシモとの協働で、タブロイド判『2022
　　フェリシモパートナーズ産地直送マルシェ』においてプレミア和歌山推奨
　　品を特集し、３つの掲載コースによる頒布会（定期販売）を行います。
　
▼ 詳細はこちら
https://www.felissimo.co.jp/ecatalog/?sku=2022964

*******************************************************************
３．わかやま紀州館「周年祭」を開催！！

　　「わかやま紀州館」は令和４年２月９日にオープン18周年を迎えます。
　　ご利用いただいている皆様への感謝の意を込め、毎年恒例の「周年祭」
　　が開催されますので、ぜひお立ち寄りください。

　　【期　　間】令和4年2月1日（火）～2月28日（月）
　
▼ 詳細はこちら
http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/kensei/shiryo.php?sid=34881

*******************************************************************
４．－誠品生活日本橋－『ディープラーニング関西 ～もので感じる、
    本で読み込む～』を開催！！

　　関西広域連合では、台湾発の暮らしと読書をつなぐ文化発信の拠点として多
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　　彩な文化情報を発信している書店「誠品生活」とタイアップし、「サステナ
　　ブル」をテーマに、関西の歴史、文化、産業、人々の気風によりはぐくまれ
　　た選りすぐりの製品を、関連する書籍とのコラボレーション展示により、
　　深く知っていただくプロモーションイベントを開催します。ぜひご来場くだ
　　さい！
　　会期にあわせ、ECサイトを開設いたします。こちらもぜひご覧ください。

　　【期　　間】令和4年2月2日（水）～2月28日（月）
　　【会　　場】誠品生活日本橋
　　　　　　　　(東京都中央区日本橋室町3丁目2-1 COREDO室町テラス2F）

▼ 詳細はこちら
http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/kensei/shiryo.php?sid=34866

*******************************************************************
５．和歌山ニット工業組合青年部と雑誌Beginとの共同プロジェクト
　　「和歌山大莫小（だいばくしょう）」第２弾がスタート！！

　　本県は全国でも有数の繊維産地ですが、特にニット製造業は、国内トップ
　　シェアを誇る丸編みニット生地の産地であるとともに、世界トップレベルの
　　技術をもち、最高品質の生地を世界に提供しています。和歌山のニットは、
　　特に伸縮性に富み、独特な風合いがあることから、国内外の高級ブランドに
　　数多く使われています。
　　そういった背景の中、和歌山ニット工業組合青年部は、和歌山のニットに関
　　わる方が新型コロナウイルス感染症に負けず笑顔になってほしいとの思いか
　　ら、昨年から雑誌Beginとの共同プロジェクトである「和歌山大莫小（だい
    ばくしょう）」をスタートさせました。この度、同プロジェクト第2弾とし
    て、「グレースウェット」をテーマに和歌山のニット企業11社が各社の卓
　　越した技術を活かし、各社オリジナルのスウェットを開発しました。
　　各社のグレースウェットは、BeginのECサイト（Begin Market）で販売され
　　ています。
　
▼ 詳細はこちら
https://market.e-begin.jp/pages/wakayama_daibakusho2

*******************************************************************
６．【オンライン有】「わかやまセミナー　移住×農業」を開催！！

　　地方移住して農業をしたいけどどうしたらいいの？家や農地は見つかるの？
　　今回は、自ら農地を見つけて就農した先輩移住者の遠藤賢嗣さんに移住・就
　　農の物語を語っていただきます。
　　セミナー後の個別相談会では、農業、仕事、移住全般の質問に県職員（農業
　　・移住担当課）とキャリアアドバイザーがお答えします。

　　【日　　時】令和4年2月19日（土）17：30～20：30　
　　【会　　場】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8F）
　
▼ 詳細はこちら
https://www.wakayamagurashi.jp/event/18491

*******************************************************************
７．【オンライン有】世界的建築家の隈研吾氏をお招きし、東京で企業誘致・
　　　転職なき移住フォーラムを開催！！

　　和歌山県企業誘致・転職なき移住フォーラム「New Work×Life Style～都市
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　　から地方へ、和歌山の魅力～」を開催します。これからの時代に適合する新
　　たなオフィスの在り方（都市への集中から地方への分散へ）を提唱している
　　世界的建築家の隈研吾氏、県内に拠点を置き、南紀白浜空港で「３密可視化
　　システム」を提供するなど、地域課題の解決に資するIoTサービスを開発・
　　提供している株式会社ウフルの代表取締役社長CEO園田崇史氏をお招きし、
　　アフターコロナ時代の新しい企業の在り方、働き方について講演いただきま
　　す。フォーラムの模様はYouTubeでも配信します。

　　【日　　時】令和4年2月28日（月）14：00～15：40　
　　【会　　場】イイノホール
　　　　　　　　（東京都千代田区内幸町2-1-1飯野ビルディング4F）
　
▼ 詳細はこちら
http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/kensei/shiryo.php?sid=34791

◆◇◆◇《既　　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

*******************************************************************
１．【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/

*******************************************************************
２．【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

*******************************************************************
３．よい仕事おこしフェア実行委員会と包括連携協定を締結！

　　和歌山県と全国33の信用金庫が実行委員となっている「よい仕事おこし
　　フェア実行委員会」（事務局：城南信用金庫）は、中小企業支援や地域の
　　活性化等を図るため、包括連携協定を締結しました。
　　お取り寄せガイドなど地域密着情報をいろいろ発信しています！

▼ 詳細はこちら
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https://shinkin-otoriyose.jp/

*******************************************************************
４．県立南部高等学校、食と農園科（園芸・加工流通コース）の新入生全国募集！
 
　　南部高等学校の食と農園科（園芸・加工流通コース）で、全国から新入生を
　　募集します。
　　南部高校は「南高梅」発祥の高校であり、梅の栽培をはじめ、果樹・野菜・
　　花の栽培やパン・ジャムなどの製造、販売を通じて、栽培・食品加工のスペ
　　シャリストを育てます。
　　全国からの応募をお待ちしています。

▼ 詳細はこちら
https://www.minabe-h.wakayama-c.ed.jp//archives/4586/

*******************************************************************
５．カゴメ株式会社から和歌山県産「有田みかん果汁」を使用した
　　「野菜生活100 有田みかんミックス」を発売！！

　　和歌山県では、わかやま産品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県産品活用に向けた提案活動を行っています。
　　このたび、カゴメ株式会社（代表取締役社長：山口 聡　愛知県名古屋市）
　　から、有田みかん果汁を使用した商品が発売されることとなりました。
　　パッケージ側面には、令和3年2月に認定された日本農業遺産
　　「みかん栽培の礎を築いた有田みかんシステム」についても紹介されていま
    す。
　　今後も食品メーカーとの共同開発を推進し、和歌山県産品・産地の魅力を
　　発信していきます。

▼ 詳細はこちら
https://www.kagome.co.jp/company/news/2021/2021091001.html

*******************************************************************
６．公開シンポジウム「大王墓と紀伊の首長墓」-百舌鳥・古市古墳群と
　　岩橋千塚古墳群に映し出された政治と社会-を開催します

　　和歌山県と堺市との共催で、世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」と特別史跡
　　「岩橋千塚古墳群」を中心とした古墳シンポジウムを首都圏で開催します。
　　大王家一族とそれに従う中央豪族が築いたと考えられる「百舌鳥・古市古墳
　　群」と紀伊の有力豪族である紀氏が築いたと推定されている「岩橋千塚古墳
　　群」を比較し、古墳時代の歴史や文化、ヤマト王権と近隣地域の関わりや各
　　地の地域性などについて、日本の古墳時代研究を牽引する考古学研究者が講
　　演、討論を行うことにより、「百舌鳥・古市古墳群」と「岩橋千塚古墳群」
　　の価値と魅力を全国に発信します。

　　【日　　時】令和4年2月13日（日）12：15～16：30（11：30開場）　
　　【会　　場】有楽町よみうりホール（東京都千代田区有楽町1丁目11‐1）
　　【定　　員】550人（先着申込順）　※ライブ配信を予定しています
　　【参 加 費】無料

▼ 詳細はこちら
http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/34629_0.pdf

*******************************************************************
７．【オンライン】きのくにロボットフェスティバル2021の配信
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　　第14回　全日本小中学生ロボット選手権地区予選会及び決勝大会の
　　様子が1月29日（土）11時から和歌山県インターネット放送局にて
　　オンライン放送されます。スペシャルゲストの「ロボットゆうえんち」
　　代表の岡本教授、ロボットのキノとクニがアツイ興奮を届けます！
　　
    和歌山県インターネット放送局 Wakayama Pref
　　https://www.pref.wakayama.lg.jp/bcms/nettv/index.html
　　
▼ 詳細はこちら
https://www.wakayama-nct.ac.jp/shisetsu/robotcenter/robofes/2021_robo.html

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

【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/
　■『TOKYO KEY STATION』インスタグラム
　　プロフィール（アカウント）
　　名前：Tokyo_Key_Station（和歌山県東京事務所）
　　ユーザーネーム：wakayama_tokyo_office

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 
【編集後記】
明日は節分。こんなご時勢、豆まきで吹き飛ばしてしまいたいものです。
勢いある話題といえば、北京2022冬季オリンピックが開幕します！！
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選手たちの熱い戦いに元気と勇気をもらいましょう！！

                                          　　　 第329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、2月24日（木）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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