柑芦会東京支部だより 第 103 号（29/01）
■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。

■和歌山大学関連
○【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。

○【ご報告】平成２９年度和歌山大学経済学部推薦入試について
経済学部では、推薦入試およびスポーツ推薦入試を平成２８年１２月３日（土）に実施いたしました。結果、合格者は
３４名（うち、スポーツ推薦合格者４名）でした。 おめでとうございます。

○【ご報告】平成２９年度和歌山大学経済学部社会人特別入試および帰国子女特別入試について
経済学部では、社会人特別入試および帰国子女特別入試を平成２８年１２月１日（木）に実施いたしました。
合格者は以下のとおりです。帰国子女特別入試 １名

おめでとうございます。

なお、社会人特別入試では合格者はいませんでした。

○【お知らせ】『経済理論』第３８６号を発行いたしました。
経済理論の最新号３８６号を発行いたしました。『経済理論』は、１９５０年１１月に和歌山大学経済学会より創刊
され、長い歴史と伝統を誇る学術雑誌として現在では年４回刊行し、経済学部における広範な研究領域を網羅
する質の高い研究論文を公表する役割を担っています。本冊子の入手をご希望の方は、電話またはメールにて
経済研究所までお問い合わせください。詳しくは、下記和歌山大学経済学部経済研究所ＨＰをご覧ください。
【 http://www.wakayama-u.ac.jp/eco/keiken/ 】

○【お知らせ】平成２８年度大銀協フォーラム研究助成特別賞受賞
経済学部 簗田准教授の研究 「フィンテック時代の金融サービス産業 －イノベーションと新たな競争戦略－」
が平成 28 年度大銀協フォーラム研究助成特別賞を受賞いたしました。大銀協フォーラムは、大阪銀行協会が
金融経済学者の研究活動支援、学界と銀行界の交流、学者間の相互交流を図ることを目的に主催しているもの
で、 賞は銀行・金融に関する優れた研究に対して授与されます。
詳しくは和歌山大学ＨＰをご覧ください 【 http://www.wakayama-u.ac.jp/eco/kyoin_shokai/kjusyo.html 】

○【ご報告】香村賞授賞式を行いました。
和歌山大学は、第７回「香村賞ビジネスプラン」授賞式を、１２月１９日の第１２回教育研究集会においてとり行いま
した。

香村賞は、本学経済学部の前身の和歌山高等商業学校第４期生、故香村常雄氏の遺産贈与に基づく「香村基
金」を活用させていただき設けられており、柑芦会と大学が実行委員会を設け、毎年実施しています。
今回の受賞は新たに審査員特別奨励賞を加え、次のとおりです。
■優 秀 賞
・『おむつポーチ（商品名：Mote-cha）』
経済学部３年

前山 美沙希（代表）、坂下 桃加 、中崎 麻伊

■奨 励 賞
・『食器をデコレーションするクレヨンの販売（商品名：Plate－プラテ－）』
経済学部３年 高家 陽香（代表）、林野 有希、松井 萌佳
・『GLOBE NATION ～Make the Globe a Nation：世界を一つに～』
経済学部１年 瀬田 大史（代表）、硲 ミヒャエル
■審査員特別奨励賞
・『IoT 技術を用いた自動水やりシステム』
システム工学部３年 福井 龍一

○【ご案内】経済研究所講演会の開催について
経済学部では、講演会を下記日程にて開催いたします。
◆ テーマ 資生堂の国内・グローバル戦略と中国における事業展開について
□ 講演者 宮本 文幸 氏
（資生堂ジャパン株式会社 ヘルスケア事業部 マネージャー）
□ 日 時 2017 年 1 月 11 日(水) 13:10～14:40
□ 会 場 和歌山大学経済学部本館棟５階

第二会議室

◆ テーマ 和歌山から世界へ ―KNITDO ドイツ進出奮戦記―
□ 講演者 井戸端 康宏 氏
（ニッティド株式会社 代表取締役社長）
□ 日 時 2017 年 2 月 1 日(水) 13:10～14:40
□ 会 場 和歌山大学経済学部本館棟５階

第二会議室

詳しくは下記和歌山大学経済学部経済研究所ＨＰをご覧ください

ＨＰ【 http://www.wakayama-u.ac.jp/eco/keiken/kouen/index.html 】

●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

●俳句の会「芦火」 第 635 号 平成 29 年 1 月１日号
【今月の表紙】 初鶴
元日の明け方に勢いよく鳴く一番鶏の事。早いものは午前 3 時より鳴きだす。東天紅と表現される。元旦を鶏旦と
いうのもここからきている。新しい年の始まる前触れの声であり、つねに聞くのと違って心改まった目出度さがひとし
おである。鶏の声は、鬨をつくるといわれ人の声を鼓舞する。
初鶏のあしたあしたと無尽蔵 謝羅

初鶏や二声目には起きて聞く 退二

初鶏にこたえる鶏も遠いからめ みどり女

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 29 年 1 月 21 日（土）14：00～17：30
【会場】 ベルサール東京日本橋５階 （東京都中央区日本橋２丁目７－１）
【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/
FACEBOOK：https://www.facebook.com/events/109999516161676/

②「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/

③ふるさと祭り東京２０１７ IN 東京ドーム
日本の“祭り”と“食”が集う、東京ドーム・ふるさと祭り東京にお酒や梅干し、果実加工品など県内の事業者が参
加し、自慢の逸品を販売・ＰＲします。 ぜひ、お越し下さい。
期間：平成２９年１月７日（土）～１５日（日）１０時～２１時
（ただし、１０日は１９時まで、１５日は１８時まで）
場所：東京ドーム（東京都文京区後楽 1-3-61）
※詳細はこちら http://www.tokyo-dome.co.jp/furusato/

④熊野学フォーラム「特集！熊野学」
歴史・文化・民俗・宗教・自然など様々な事象を対象とするあらゆる学問の参加を得て、熊野を探求する「熊野
学」。１０年目の今回は、「考古学」「宗教民俗」「近代文学」の３つの分野から熊野にアプローチし、熊野学の構築を
考える内容となっています。
日時：１月２１日（土） １３：００から１７：００（開演：１２：３０）
会場：明治大学駿河台キャンパスアカデミーコモン３階 アカデミーホール
※詳しくはこちら https://academy.meiji.jp/course/detail/3333/

⑤「有田川エコフェスタ」
自然エネルギーを活用した町づくりに取り組む有田川町で、エコロジカルな生活を住民が作り出す可能性につい
て、先進地である岐阜県（地域再生機構 野村様）と和歌山大学（湯崎先生、中島先生）から 3 人の専門家を囲ん
でトークセッション（環境省 CO2 排出抑制事業「自然エネルギーで地域を興す」）を行います。ご関心がある方は是
非お越し下さい。（参加無料、事前申込不要）
詳細はコチラをご覧ください。
http://wenet.info/sui/wp-content/uploads/2016/12/2017-01-29info.pdf

⑥JST オープンイノベーションフェア WEST2017」和歌山大学 出展
2 月 7 日，8 日 グランフロント大阪にて「JST オープンイノベーションフェア WEST2017」が開催されます。和歌山
大学では以下 3 名が出展、プレゼンテーション致します。興味をお持ちの方は是非ご来場ください。
「産学連携活動紹介」

産学連携・研究支援センター

「地上と宇宙を融合した災害情報高度利用システムの開発」 システム工学部 江種伸之 教授
「毎日使える防災情報提供システムおよび防災マップ作成支援システム」 システム工学部 吉野 孝 教授
「多色発光 LED による可視光通信を用いた災害時に利用可能な通信システム」システム工学部塚田晃司准教授
詳細はコチラをご覧ください。http://www.jst.go.jp/tt/west/presentation/index.html

⑦岸和田サテライト 10 周年「地域×異世代×大学ではじめよう、じぶんと暮らしのデザイン。」
2 月 11 日、岸和田サテライト 10 周年フォーラムを開催します。岸和田サテライト友の会の主催による催しです。
興味をお持ちの方は是非ご来場ください。
日時： 2017 年 2 月 11 日（祝日）
場所： 岸和田市立浪切ホール 1F 小ホール（13:00～16:30）・多目的ホール（10:00～12:30）
内容： 式典、友の会と高校生・和大生の発表（GIS 活用プログラム・主権者教育プログラム）、講演、コンサート、
「未来の車いす（第 1 回サイバスロン大会世界第 4 位入賞）」デモンストレーション、岸和田高校生の地域課題探究
ポスターセッションなど。
詳細はコチラをご覧ください。http://www.wakayama-u.ac.jp/kishiwada/post_430.html

文・編 47 期 中川貴照
-------------------------------〒160-0023 東京都新宿区西新宿 7-17-14 新宿シティ源ビル 5Ｆ柑芦会東京支部
電話：03-3366-3680（柑芦会専用)平日 9:00～18:00 土曜日：9:00～15:00
FAX：03-3369-3469（共用番号)柑芦会東京支部宛と記載願います。
e-mail： tokyo@kourokai.com

