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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。

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

６月になりました。水無月ともいいますが、梅雨の季節になぜ水”無”なのか
不思議でした。今回を機会に調べてみますと、”無”は助詞”の”にあたるそう
で、”水の月”としっかり季節を表しているとのこと。水無月のほかにも、田んぼ
に水を張る季節だから”水張月”や田植という大仕事を仕終える月だから”皆仕尽
（みなしつき）”ともいうそうで、農業とのつながりが深い月でもあります。
和歌山でも、しとしとと続く雨のしずくが熟しだした梅の実を優しく包む、そんな
季節です。それでは、『TOKYO KEY STATION』第３３５号をお届けします。

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

　【 ヘッドライン 】

◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．「高校生のためのわかやま就職ガイド」を作成しました！

２．和歌山県農林大学校　農学部 夏のオープンキャンパス2022

３．移住希望者が望む住まい探しがオンラインで簡単にできる 
　　「わかやま住まいオーダーサービス」を開始しました！

４．移住希望者の住まい探しをもっと便利にする 
　　「わかやま住まいポータルサイト」を開設しました！

５．県移住総合相談窓口「わかやま移住定住支援センター」を
　　オープンしました！

６．「紀州みなべ梅酒フェアin 銀座」を開催します！ 

７．「VALUE WAKAYAMA Design Managementシンポジウム」を開催します！

８．和歌山県農林大学校林業研修部林業経営コース 令和5年度研修生募集！

９．県立産業技術専門学院オープンキャンパス参加者募集！！

10．和歌山県立産業技術専門学院　令和５年４月入学生募集！

◆◇◆◇《既　　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

１．『大かまど飯 寅福』にて「紀伊半島フェア」を実施します。

２．南紀熊野の民話「橋杭岩の立岩伝説 鯛島と河内島」を作成しました。

３．「紀土」を醸す平和酒造が「どぶろく兜町醸造所」を６月にオープン！

４．和歌山県観光PR動画「和み、わかやま」の配信開始

５．日本遺産「葛城修験」PR動画の配信開始
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６．企業におけるワーケーション導入マニュアルを公開します！

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

　【 詳 細 】

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

◆◇◆◇《新着情報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

*******************************************************************

１．「高校生のためのわかやま就職ガイド」を作成しました！

　　高校生の皆さんに、県内企業の魅力や県内就職のメリットをお伝えする
　　ため「高校生のためのわかやま就職ガイド」を作成しました。併せて、
　　「新 高校生向け就活ポータルサイト」も新設。和歌山の就職情報を発
　　信していきます。

▼ ガイドの内容はこちら
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060600/wakayamahataraku/koukou/guidbook.ht
ml

▼ ポータルサイトはこちら
https://www.wakayama-uiturn.jp/highschool/

　　
*******************************************************************

２．和歌山県農林大学校　農学部 夏のオープンキャンパス2022

　　農林大学校農学部への進学を検討している高校生等を対象に、本校で
　　実施している実習等のカリキュラムを紹介する、夏のオープンキャン
　　パスを開催します。
　　
　　【日　　時】7月9日（土）、8月2日（火）、8月9日（火）
　　　　　　　　各開催日とも13:15～16:30
　　【会　　場】和歌山県かつらぎ町中飯降422 農林大学校農学部
　　　
▼ 詳細はこちら
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/nourindaigaku/index_d/fil/tirasi.pdf

*******************************************************************

３．移住希望者が望む住まい探しがオンラインで簡単にできる 
　　「わかやま住まいオーダーサービス」を開始しました！

　　「海の見える家に住みたい」「家庭菜園できる畑付きの一戸建てに住み
　　たい」等、希望する住まいの条件を入力しオーダーすれば、地域の不動
　　産事業者から情報提供が受けられます。
　　　
▼ 詳細はこちら
https://www.wakayamagurashi.jp/house/order/
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*******************************************************************

４．移住希望者の住まい探しをもっと便利にする
　　「わかやま住まいポータルサイト」を開設しました！

　　移住希望者等の住まい探しに、県・市町村の空き家バンク物件情報と、
　　民間不動産会社の物件情報の両方をワンストップで検索できる情報サイ
　　トを開設しました。

▼ ポータルサイトはこちら
https://www.wakayamagurashi.jp/house/

　　
*******************************************************************

５．県移住総合相談窓口「わかやま移住定住支援センター」を
　　オープンしました！

　　移住相談の利便性を高めるため、くらし・しごと・住まいをワンストップ
　　で支援します。

　　≪わかやま移住定住支援センター概要≫
　　【場　　所】和歌山市本町一丁目22番 Wajima 本町ビル１階
　　        　 （現わかやま定住サポートセンター事務所）
　　【連 絡 先】TEL：  073-422-6110
    　　      　Mail： wakayamagurashi@wsk.or.jp
　　【開所日時】10:00～17:30 水曜～月曜（火曜、祝日定休）※年末年始休業

　　
*******************************************************************

６．「紀州みなべ梅酒フェアin 銀座」を開催します！ 

　　銀座料理飲食業組合連合会加盟店において、6月6日の「梅の日」にあわせ
　　て、「紀州みなべ梅酒フェアin 銀座」を開催します。「ＧＩ和歌山梅酒」
　　をはじめとする和歌山県の本格梅酒を、是非この機会にお楽しみください。

    【期　　間】6月6日（月）～6月30日（木）
　　 ※開催日は店舗により異なります。　

▼ 詳細はこちら
http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/35777_0.pdf

　　
*******************************************************************

７．「VALUE WAKAYAMA Design Managementシンポジウム」を開催します！

　　VALUE-WAKAYAMA Design Management-はこの土地で長い間育み、
　　守ってきた技術や思いを持つ事業者と、多様な経験を持つ外部人材が
　　仲間となって挑戦する価値創出プロジェクトです。 
　　今年度からスタートさせたデザイン経営プロジェクトのキックオフイ
　　ベント事業となります。
　　オンライン参加が可能です。
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　　【日　　時】7月1日（金）13:00～17:00
 
 ▼ 詳細はこちら
　https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/061000/d00210551_d/fil/02_value_chirashi
.pdf

 
 ▼ 登録はこちら
　https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=bNMfGAATqUSERPcvt2tfuIQpru
nEd8ZDnUE_p90vdtpUQ01BVzUwSlpCSEwzWERJOFFNOTBKWEw3Ui4u

　　
*******************************************************************

８．和歌山県農林大学校林業研修部林業経営コース 令和5年度研修生募集！

　　和歌山県農林大学校林業研修部では、最先端の林業機器を備え、本県
　　の林業を担い、森林を守り育てる人材を育成しています。今回、令和
　　5年度の林業経営コース研修生の選考試験（前期）を実施します。
 
 ▼ 詳細はこちら
　https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/nourindaigaku/jukoukibou.html

　　
*******************************************************************

９．県立産業技術専門学院オープンキャンパス参加者募集！！

　　県内に２校ある産業技術専門学院では、令和５年４月入学生募集に先立
　　ち、多くの方に学院を知ってもらい、今後の進路の参考にしていただく
　　ため、オープンキャンパスを開催いたします。
 
 ▼ 詳細はこちら
　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/35817_0.pdf

　　
*******************************************************************

10．和歌山県立産業技術専門学院　令和５年４月入学生募集！

　　県立産業技術専門学院では、令和５年度４月入学生を募集します。両学
　　院では、企業が求める即戦力となり得る人材を育成するため、高度な専
　　門知識や技能の習得を、新規学卒者や離転職者等の若年者を対象に少人
　　数指導かつ安心な授業料で支援しています。
 
 ▼ 詳細はこちら
　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/35816_0.pdf

　　
*******************************************************************

◆◇◆◇《既　　報》◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

*******************************************************************

１．『大かまど飯 寅福』にて「紀伊半島フェア」を実施します。
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　　『大かまど飯 寅福』では、国土交通省の半島振興対策の一環として、
　　 和歌山県（紀州うめぶた・紀の国みかんどり）や三重県（桜ぶり）の
　　 食材を使用した「紀伊半島フェア」を5月13日より期間限定で行います。
     
    【期　　間】5月13日（金）～6月30日（木）
    【販売店舗】大かまど飯 寅福　https://torafuku.jp/　
  　 ※JRセントラルタワーズ店・土岐プレミアムアウトレットを除く全店
  　 ※「紀伊半島フェア」メニューはディナータイムのみの販売となります

▼ 販売メニュー等の詳細はこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000608.000002646.html

　　
*******************************************************************

２．南紀熊野の民話「橋杭岩の立岩伝説 鯛島と河内島」を作成しました。

　　独特の景観で有名な和歌山県串本町の橋杭岩等を題材とした民話
　　を基に絵本を作成しました。下記より、南紀熊野ジオパークガイ
　　ドブック等も含め閲覧可能となっております。

▼ 詳細はこちら
https://nankikumanogeo.jp/download/　　

　　
*******************************************************************

３．「紀土」を醸す平和酒造が「どぶろく兜町醸造所」を６月にオープン！

　　和歌山県で日本酒「紀土」を醸す酒蔵、平和酒造株式会社が６月、
　　東京日本橋・兜町に「平和どぶろく兜町醸造所」をオープンします。

　　【住　　所】東京都中央区日本橋兜町8番11号
　　【アクセス】東京メトロ東西線「茅場町駅」徒歩1分
　　【営業時間】13:00～22:00
　　　※2022年6月17日オープン予定
　　　
▼ 詳細はこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000099382.html

*******************************************************************

４．和歌山県観光PR動画「和み、わかやま」の配信開始

和歌山県観光連盟では、「和み、わかやま」をメインテーマに、新たな観光PR動画を制作
しました。
「高野山・熊野」「自然・絶景」「アウトドア・サイクリング」「歴史・文化」「グル
メ」「四季」など、多岐にわたる和歌山の旅の魅力を、旅人目線のストーリーで紹介して
います。
和歌山を旅してみたくなる動画となっていますので、ぜひご覧ください。

▼ 動画はこちら
https://youtu.be/Al8aE_zTeGI
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*******************************************************************

５．日本遺産「葛城修験」PR動画の配信開始

令和2年6月に日本遺産の認定を受けた「葛城修験－里人とともに守り伝える修験道はじま
りの地」について、PR動画の配信を開始しました。
下記よりご視聴いただけますので、ぜひご覧ください。

▼ 動画はこちら
https://youtu.be/j1FHbiqZ3i0

*******************************************************************

６．企業におけるワーケーション導入マニュアルを公開します！

首都圏企業が制度としてワーケーションを導入する際に参考となる情報を「和歌山ワーケ
ーションホワイトペーパー」として公開しています。
ワーケーション実施に向けた検討・準備事項や実施手順、社内規定整備事例、和歌山県の
受入体制などの情報をまとめていますので、ぜひご活用ください。
ホワイトペーパーの送付申請については下記URLをご参照ください。

▼ 詳細はこちら
http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/kensei/shiryo.php?sid=35275

*******************************************************************

【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/

　■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
　■『TOKYO KEY STATION』フェイスブック
　　東京紀伊ステーション（和歌山県東京事務所）

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

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、6月29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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