柑芦会東京支部だより 第 102 号（28/12）
■東京支部活動の報告
【１】平成 28 年度 柑芦会 支部活動

①11/22（火） 人生塾 「和歌山電力 講演 」されました。
１１月２２日（火）、和歌山電力株式会社 鳴海様に、和歌山県内の再生可能エネルギーなど魅力ある事業活動を
ご講演いただきました。ご出席いただいた皆様ありがとうございます。

② 「研究年報」「経済理論」が届きました。
第 20 号「研究年報」、第 385 号「経済理論」が東京支部に届きました。
第 20 号「研究年報」 http://www.eco.wakayama-u.ac.jp/eco-php/keiken/riron/nenpo_new_list.php
第 385 号「経済理論」 http://www.eco.wakayama-u.ac.jp/eco-php/keiken/riron/riron_new_list.php

■各地区 支部活動について
①姫路支部新体制の件
11 月 12 日の姫路支部総会で新しい支部幹事が決まりました。 姫路支部からの報告、下記ご披露いたします。
記
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平成２８年１２月２日 柑芦会姫路支部
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■和歌山大学関連
○【ご案内】第１２回教育研究集会「ワダイ夢活フォーラム」開催について
和歌山大学では、大学構成員（学生・教職員）が、教育に関する情報の共有と課題の認識を深め考える機会を
提供するため、教育研究集会を開催しています。第１２回教育研究集会「ワダイ夢活フォーラム」では、下記のとお
り香村賞ビジネスプラン授賞式及び COC+公開討論会を開催いたします。
日 時 ： 平成２８年１２月１９日（月）１５：００～１７：００
場 所 ： 和歌山大学基礎教育棟 G-１０２教室
第Ⅰ部 第 7 回『香村賞ビジネスプラン授賞式』
第Ⅱ部 地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）公開討論会
テーマ：『町に「新しい価値」をうみだす：わかやま県内の地域活性化プロデュース事例』
詳細は本学ＨＰをご覧ください。 【 http://cocplus.wakayama-u.ac.jp/news/2016111000066/ 】

○【お知らせ】冬季休業について
和歌山大学は、１２月２９日（木）より平成２９年１月３日（火）までの間、冬季休業となります。
皆様には、ご不便をおかけいたしますがどうぞよろしくお願いいたします。

○【ご案内】第１４回学長杯 留学生による日本語スピーチコンテスト開催
和歌山大学では、地域に開かれた大学を目指して、多くの和歌山で学ぶ留学生が参加する大会に育ててゆき
たいと願っています。県や市や地域の方々の協力を得て、和歌山で学ぶ留学生たちと日本人学生、更にはボラン
ティアの方々を始め地域の方々が国や文化の違いを超えて、お互いの理解を深めていきます。
是非、留学生のスピーチをお聞きください。お待ちしております。
日時：平成２８年１２月１７日（土）１３：００～１６：００
場所：和歌山大学松下会館 地域連携・生涯学習センター ２階大ホール
主催：国立大学法人和歌山大学国際教育研究センター
後援：和歌山県/和歌山市/(公財)和歌山県国際交流協会/和歌山文化協会
/ＷＩＮコンコード/国際ソロプチミスト和歌山紀ノ川
詳細参照【 http://www.wakayama-u.ac.jp/ier/speech2017.html 】

○【お知らせ】【CTR・観光学部】～観光教育研究セミナー2016 Vol.7 in 東京「観光からみた宇
宙」の開催について
和歌山大学国際観光学研究センターならびに観光学部では、今年度より夏・冬の年２回、東京・品川にて「観光
教育研究セミナー in 東京」を開催しております。第２回目となる今回は「観光教育研究セミナー2016 Vol.7 in 東
京『観光からみた宇宙』」と題し、「宇宙観光」をテーマに開催いたします。基調講演講師に元 JAXA 宇宙飛行士の
山崎直子氏をお迎えするとともに、京都大学宇宙総合学研究ユニットとも共催して宇宙観光／宇宙開発に関わる
最新の研究状況をご紹介します。また、近い将来の宇宙観光時代に社会を支える年代である大学生を交えたパネ
ルディスカッションも行います。多くの皆様のご参加をお待ちしております。
ご関心のある方は、是非、お越しください。（事前の参加申込が必要です。）
日時：2016 年 12 月 17 日（土）15 時～17 時 30 分（受付 14 時 30 分～）
場所：フクラシア品川クリスタルスクエア（港南口）2 階 会議室 C
（東京都港区港南 1-6-41＊JR 品川駅港南口／京浜急行品川駅から徒歩 8 分）
主催：和歌山大学 国際観光学研究センター、観光学部
共催：京都大学 宇宙総合学研究ユニット 後援：観光庁（予定）
詳細参照【 http://www.wakayama-u.ac.jp/news/2016110900015/ 】

●和歌山大学 産学連携・研究支援センター ～技術相談受付～
和歌山大学産学連携・研究支援センターでは積極的に企業の皆様からの技術相談に対応します。
和歌山大学で対応が難しい場合は MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）の産学連携機関に登録して
いる 32 大学と連携して、対応可能な研究者をご紹介します。
詳細はこちらをご覧ください。http://www.wakayama-u.ac.jp/chiiki/index2.html

●ＯＧのフリーアナの川田裕美 和歌山市観光発信人就任。
和歌山大学経済学部を２００６年に卒業後、読売テレビに入社。現在はフリーアナウンサーとして全国のテレビ番
組やラジオで幅広く活躍する。「大学時代の４年間は大阪から南海電鉄や車で通い、休日も和歌山で過ごすことが
多かった」と振り返る川田さん。「まちづくりゼミでぶらくり丁の方にインタビューした経験が今に生きています。アナ
ウンサー人生のスタートをつくってくれたのが和歌山市。豊かな自然と温かい人が多い、あふれる魅力を伝えたい」
と張り切っていた。
※詳しくはこちら http://www.nwn.jp/news/20161126_kawata/

●第 38 回定期演奏会 和歌山大学吹奏楽団
入場無料 第 38 回定期演奏会 和歌山大学吹奏楽団
日時 ：平成 28 年（2016 年）12 月 10 日（土） 開場 17：30、 開演：18：00
場所 ：和歌山県民文化会館 大ホール： 和歌山バス「県庁前」バス停より徒歩約 4 分
演奏曲目
1 部 アパラチアン序曲 作曲：ジェイムズ・バーンズ組曲「惑星」より火星 作曲：グスターヴ・ホルスト 他
2 部 真島俊夫アンサンブルステージ
3 部 アフリカンシンフォニー 作曲：ヴァン・マッコイラテンポップスペシャル他
問い合わせ先 団長 野村雄太: 080-1509-2708 wadai.wuwo@gmaik.com

●俳句の会「芦火」 第 634 号 平成 28 年 12 月１日号
「今月の表紙」 冬菜 冬菜畑
九月ごろに種を蒔いて、冬から春にかけて収穫する。白菜、小松菜、水菜、などの総称。満目枯れ果てた野に＜
冬畑＞だけが目に沁みるように美しい緑を繰り広げている。最近は異常気象などの影響で野菜の高騰が目立って
ます。 紀の山家縁先までも冬菜畑 東嘉子

冬菜畑同じ本読む姉妹

田中裕明

しみじみと日のさしぬける冬菜畑かな 久保田万次郎

第 634 号 高得点句

秋祭り非番の巡査法被来て
純一

創刊、昭和３８年、６００号以上を発行。会員約２０名が毎月投句、選句。上手下手を問わず俳句を楽しんでいます。
紙と鉛筆と歳時記で、花鳥風月を楽しんでみてはいかがですか？ 和歌山大学図書館に「芦火」句集が配架して
います。発行人： 山下勝様 経済学部 １４期 yama723@nifty.com
「芦火」連絡先：〒862-0954 熊本市中央区神水 1-7-2-301 ＴＥＬ ：096-382-4767

■わかやま関連Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
①和歌山でベンチャー「創業セミナー」の案内
創業する方や創業に関心のある方を対象にセミナーを開催（参加無料）します。先輩起業者の講演やパネルデ
ィスカッション、豪華県産品を用意した名刺交換会を実施します。講演ではこの 6 月に上場しました和歌山県発ベ
ンチャー企業の（株）農業総合研究所・及川社長に和歌山で起業する魅力や起業から上場までの実体験について
お話しいただきます！。
【日時】 平成 28 年 12 月 10 日（土）14：00～17：30
【会場】 ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター （グランフロント大阪北館 B2F）
【費用】 無料 【問合】 和歌山県産業技術政策課 TEL：073-441-2355
※詳しくはこちら http://www.sougyo.wbs.co.jp/

②紀の国トレイナートフリーパス 南紀エリア１日乗り放題
紀南地方の紀勢線を舞台に繰り広げられる鉄道と芸術を融合したイベント「紀の国トレイナート 2016」に合わせ、Ｊ
Ｒ西日本和歌山支社は南紀エリアで１日乗り放題のフリーパス切符を発売中。
期間： １０月２１日～１２月２４日
詳しくはこちら http://mainichi.jp/articles/20160925/ddl/k30/020/276000c
紀の国トレイナート WEB http://trainart.jp/

③オール和歌山市ロケ 映画『ちょき』 渋谷上映
映画「ちょき」が渋谷で 12/3 より公開！すべて和歌山市内で撮影された作品です。物語の舞台、主人公・直人の
美容室はわかやまじゃんじゃん横丁。さらに和歌浦天満宮、マリーナシティ、和歌山盲学校など全て和歌山市内で
撮影。金井監督は「和歌山市のロケーションとしての魅力はもちろんのこと、撮影に協力してくださった和歌山市民
の方たちの魅力も、この映画の中にしっかりと刻まれています。和歌山市でしか撮れなかった、あたたかい、愛のあ
る映画ですので、ご期待ください」と語る。12/3 から渋谷 HUMAX シネマにて２週間限定レイトショー。
東京のど真ん中で和歌山の人や街の魅力が詰まった映画を盛り上げたいです。みなさま、ぜひごらんください！
映画 HP http://choki-movie.com

④「華岡青洲の妻」１月２日（月）から公演開始！
新春の三越劇場「新春新派公演」は、有吉佐和子原作「華岡青洲の妻」。息子の成功を誰よりも願う母・於継に、
水谷八重子氏。想いを秘めた妹・小陸に、波乃久里子氏。麻酔薬の完成に執念を燃やす医師・青洲に、二代目を
襲名した喜多村緑郎氏。そして献身的につくす妻・加恵に、歌舞伎界より市川春猿氏を迎え、上演されます。
日時：１月２日（月）～１月２３日（月）
会場：三越劇場（三越本店本館６階）
※詳しくはこちら http://www.shochiku.co.jp/shinpa/pfmc/1701_1/
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