柑芦会東京支部だより 第 108 号（29/06）
■東京支部活動の報告
【１】平成 28 年度 柑芦会 支部活動

① 柑芦会東京支部 代議員会 開催のご案内
和歌山大学柑芦会東京支部役員および新役員候補のみなさま、下記の通り 6/1 田町で開催させて頂く事になり
ました。ご多忙中とは存じますがご参集宜しくお願い申し上げます。
日時 ： 平成２９年６月１日（木）１８：００受付開始、１８：３０～２０：３０
場所 ： 東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター５階リエゾン５０９AB 会議室
和歌山大学首都オフィス見学希望の方は１８：００前に３階までお越し願います。
和歌山大学首都オフィス（和大東京ぷらっと） https://www.wakayama-u.ac.jp/news/2015070300019/
※下記 URL より送付資料原稿が閲覧できますのでご一読お願いします。
https://drive.google.com/drive/folders/0ByvOrLHmdpRuaFI4TFZGVXlZTVk?usp=sharing

【２】「第１９回鎌倉歴史探訪歩こう会」を開催しました。
日時：平成２９年５月２７日（土）10:00 集合：JR 鎌倉西口の広場、16:00 江ノ電 極楽寺駅解散。
訪問：問注所跡→六地蔵→寸松堂→主馬盛久頸の座→吉屋信子記念館→鎌倉文学館→長谷子ども記念館
→甘縄神明神社→高徳院→桑ケ谷療養所跡→対僊閣→長谷寺は門前で資料により説明→白日堂
→御霊神社→成就院→西方寺跡→極楽寺→極楽寺駅解散。歩行距離は約６Km。

【和歌山大学野球部 全日本大学野球選手権大会 応援団結成！】
～野球部 創部 93 年、歓喜の初優勝～ 近畿学生野球連盟春季リーグ戦
和歌山大学が、15 連覇中の奈良学園大学を 4 対 0 で破り、9 勝 3 敗で初優勝を決めました。
悲願の初優勝を果たし神宮球場で開催さる「全日本大学野球選手権大会」への出場が決まりました。
みなさま平日ですが、ぜひ、明治神宮野球場まで、応援にお越しください。
■対戦組合せ http://www.jubf.net/alljapan/alljapan2017_bracket.html
VS 近畿大学（関西学生野球連盟）と岡山商科大学（中国地区大学野球連盟）の勝者。
岡山商科大のエース・近藤投手はメジャーも注目の選手。近大には、ドラフト候補左腕の岡田投手がおり、
どちらと対戦しても楽しみな対戦です。

【応援団集合等について】

※和歌山大学は、3 塁側です。

・日時：6 月 7 日（水） AM8:30～ ※試合開始は AM9 時～
・場所：明治神宮野球場 三塁側 和歌山大学応援席付近集合。
応援席券 500 円が必要となります。
※チケット売り場付近に、小林幹事長が待機。（東京支部柑芦会）
※三塁側付近に、法被姿の脇田さんが待機。（和歌山大学 学生支援課長）
※応援席付近に、中川が待機。（東京支部 47 期）
・所在地：東京都新宿区霞ケ丘町 3-1

http://www.jingu-stadium.com/access/

東京メトロ銀座線「外苑前」駅 3 番出口より 徒歩約 5 分
JR 総武線「信濃町」駅 より徒歩 12 分 / 千駄ヶ谷」駅 より徒歩 15 分
都営大江戸線「国立競技場」駅 A2 出口より 徒歩約 12 分

■応援演奏のご協力のお願い
和歌山大学から、吹奏楽団員 40 名が応援に来られます。しかしながら、強豪校相手の応援合戦となると、
いささか力不足の感が否めません。そこで、OB・OG のみなさまのご協力をお待ちしております。
当日の吹奏楽団担当：
和歌山大学吹奏楽団 団長 山崎航（やまざきわたる）67 期

【和歌山大学硬式野球部より ご協力のお願い 】
硬式野球部 部長 竹林 明様より。（一部割愛）
2017 年度春季リーグ戦において優勝を収め、６月４日(日)から開幕いたします第６６回全日本大学野球選手権
大会への出場権を獲得いたしました。リーグ戦優勝は創部以来初の快挙であり、大学をあげ歓喜に沸いておりま
す。この優勝には和歌山大学卒業生はじめ和歌山大学硬式野球部を日頃応援してくださる皆様のお陰と感謝いた
しております。
つきましては、誠に厚かましいお願いとは存じますが、全日本大学選手権に向けた活動へのお力添えを賜りた
く、「寄付金のお願い」をさせていただきたいと思います。
ご多端の折柄恐縮ですが何卒ご支援ご協力賜りますようお願い申し上げます。
【振込先】
紀陽銀行本店営業部 普通 2315146 和歌山大学硬式野球部 部長 竹林 明
できれば一口 1 万円でお願いできればありがたいですが、志を賜れれば幸甚に存じます。お手数をおかけいたし
ますが下記の内容をご明記の上メールまたは郵送にてお知らせ下さい。
メールの場合、件名に「硬式野球部寄付」とご記入ください。よろしくお願いいたします。
①ご氏名(ふりがな)
②ご連絡先(住所・電話番号)
③ご所属(卒業生の方は、学部、期)
④ご寄付いただいた金額
――――――――――――――――――――――――
和歌山大学硬式野球部部長 竹林明(観光学部教授)
〒640-8510 和歌山市栄谷 930 番地 和歌山大学観光学部 竹林明研究室
電話：073-457-8574(研究室)/8547(不在時)
e-mail アドレス：bamboo@center.wakayama-u.ac.jp

【野球部関連ニュース】
1：和歌山大、悲願の初優勝！奈良学園大Ｖ１５でストップ
http://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2017/05/17/kiji/20170517s00001089220000c.html
2：和歌山の球児に希望の灯をともす和歌山大の初優勝
http://www.hb-nippon.com/news/36-hb-bsinfo/27199-bsinfo20170518001
3：和歌山大が初優勝！絶対王者・奈良学園大は 16 連覇ならず！
http://clipee.net/37442
4：和歌山大が加盟以来の初優勝
https://mainichi.jp/articles/20170518/k00/00m/050/052000c
5: 「考える野球」１６連覇阻む 和歌山大初Ｖ
https://mainichi.jp/articles/20170522/k00/00e/050/250000c
6: 困難克服の「人間力」――創部９４年、初優勝の国立・和歌山大（上）
http://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2017/05/26/kiji/20170525s00001089291000c.html
7: 困難克服の「人間力」――創部９４年、初優勝の国立・和歌山大（下）
http://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2017/05/28/kiji/20170527s00001000246000c.html
8: 国立大の星! リーグ初優勝の和歌山大学野球部 目と脳を鍛える「速読“ビジョン”トレーニング」を実施
http://www.sankeibiz.jp/business/news/170524/prl1705241100038-n1.htm
9：わかやまスポーツ伝承館で「和歌山大学野球部優勝記念展」開催中
http://ameblo.jp/wsakayama-slm/entry-12279233701.html

■和歌山大学関連
○【お知らせ】「！２０１７年度近畿学生野球連盟春季リーグ戦」和歌山大学“初優勝”全国大会出場決定！
和歌山大学硬式野球部が４月１日(土)から開幕いたしました 2017 年度春季リーグ戦において優勝を収め、６月
４日(日)から開幕いたします第６６回全日本大学野球選手権大会への出場権を獲得いたしました。
リーグ戦優勝は創部以来初の快挙であり、大学をあげ歓喜に沸いております。この優勝には和歌山大学硬式野
球部 OB.OG の方々をはじめ、和歌山大学硬式野球部を日頃応援してくださる皆様のお陰と感謝いたします。
詳しくは、大学ＨＰをご覧ください。

http://www.wakayama-u.ac.jp/

http://www.interline.or.jp/~wubc/pdf/20170517.pdf
また上記の他にも、
今年度全国大会出場を決めた個人＆団体が次のとおりおられます。応援の程よろしくお願いいたします。
●剣道部：教育学部２年生 第５１回全日本女子学生剣道選手権大会出場
日程：７月２２日（土） 場所：エディオンアリーナ大阪
●水泳部：経済学部３年生 第９２回日本学生選手権水泳競技大会出場
日程：９月１日（月）～３日（水） 場所：大阪府立門真スポーツセンター

○【お知らせ】２０１７年オープンキャンパスについて
和歌山大学では、平成２９年度オープンキャンパスを７月１６日（日）に
和歌山大学構内にて開催いたします。
大学や学部の説明の他、多数催し物をご用意しております。
また、特に今年は、硬式野球部を全国大会出場に導いてくださいました大原弘監督にご講演を頂戴しようと準備を
進めているところです。どうぞお気軽にご参加ください。
詳細は、大学ＨＰをご覧ください。

http://www.wakayama-u.ac.jp/news/2017042500021/

○【ご案内】「和歌山大学大学院経済学研究科」説明会＆相談会の開催
和歌山大学大学院経済学研究科では、平成３０年度入学者選抜に向けた説明会＆相談会を開催いたします。
■日時：２０１７年６月１３日（火） １７：３０～１９：００(予定）
■場所：経済学部 南棟２階 第１講義室
詳細は、大学ＨＰをご覧ください。
http://www.wakayama-u.ac.jp/news/2017051000024/files/2017_master_leaflet.pdf
和歌山大学大学院経済学研究科募集については、６月中旬にホームページ掲載予定ですのでご注意ください。

○【お知らせ】第５５回近畿地区国立大学体育大会の開催
近畿地区の１１の国立大学が競い合う近国体が、５月末から１２月にかけて近畿各地において開催されます。
詳細は、ＨＰをご覧ください。 近国体： http://kinkoku.jp/55/allsports.html

○【お知らせ】第５２回和滋二大学学長杯争奪総合定期戦について
和歌山大学と滋賀大学とによる学長杯争奪総合定期戦が予定され、今年は本学が当番校として、滋賀大学を
迎え入れます。第５０回大会より２連勝中の和歌山大学は、今年３連覇を目指します。
詳細は、大学ＨＰをご覧ください。 http://www.wakayama-u.ac.jp/blog/wadai_scope/special/post-10.php

■俳句の会「芦火」 第 640 号 平成 29 年６月１日号
【今月の表紙】 入梅 梅雨入り 梅雨全般
地域により多少のずれはあるが 6 月 10 日前後から約 1 か月雨の降り続く期間を言う。揚子江流域と日本に特有の
気象現象である。北海道は梅雨がないとされている。ちょうど梅の熟するころのため「梅雨」と呼び、黴の発生する
頃でもあるので、黴雨という。江戸から明治は「五月雨」として詠まれることが多かった。碧梧桐、虚子
以降「梅雨」が盛んに用いられるようになった。
・走り梅雨ちりめんじゃこがはねまわる 坪内捻典
・三界や梅雨の襖のふくらめり 寺井谷子

・梅雨荒し泰山木もゆさゆさと 日野草城

・夜よりの昼のはかなき梅雨の寡婦

桂信子

第 640 号高得点句

藤の花絡むも解くも風任せ
としを

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「宇宙開発のいまとこれから」 紀友会例会６/２（金）
講師 ：上野精一氏（JAXA 有人宇宙環境利用ミッション本部 事業推進部長）
今回の上野さんの例会では、本題の講演の前に現在宇宙政策を担当されている鶴保大臣から
今後の国の宇宙政策のお話を伺う予定です。官民一体の未来のイメージが見えることが期待できそうです。
日時：６月２日（金）18 時 30 分開演（18 時受付）～20 時 50 分
場所：都道府県会館（東京都千代田区平河町 2-6-3 〒102-0093）
http://www.tkai.jp/information/tabid/84/Default.aspx
＜講演＞４階、会議室 408 号室（18 時 30 分～19 時 30 分）
＜懇親会＞15 階、喫茶「カルム」（19 時 40 分～20 時 50 分）
お申し込みはこちら http://kiyukai.com/meeting/39

②粘菌学者、南方熊楠の生涯に迫る民藝「熊楠の家」
6 月 15 日から 26 日。東京・紀伊國屋サザンシアター TAKASHIMAYA で「熊楠の家」を上演。
和歌山から世界を巡り、後半生は田辺市で粘菌の採集と研究を続けた「知の巨人」南方熊楠。生誕 150 周年の
今年、小幡欣治が劇化したユーモラスな評伝劇（菊田一夫演劇賞特別賞）を再演し、あらたな熊楠像に迫ります。
※詳しくはこちら http://www.gekidanmingei.co.jp/performance/2017kumagusunoie/
参照ニュース

http://natalie.mu/stage/news/224971

③南方熊楠生誕１５０周年記念シンポジウム
「南方熊楠と熊野の自然：伝統からエコロジストとしての実像へ」開催いたします。
大正大学にて、岩槻邦男氏の基調講演。「ナチュラルヒストリーの視点で見る熊楠と熊野」、田村義也、岩槻邦男
寺田喜朗等によるシンポジウム「南方熊楠と熊野の自然」が開催されます。
開催日時：６月１０日(土)
開催場所：大正大学７号館 ７１１号講堂
開催時間：１４:００～１６:５０
申 込 先：biocity@bookend.co.jp(メール申し込み：先着２００名)
参 加 費：１,０００円(一般)/８００円(学生)/高校生以下無料
詳しくはこちら http://chikouken.jp/topics/event/6644

④連続ラジオ小説「紀州のエジソンの女房」放送中！
ＷＢＳ和歌山放送にて連続ラジオ小説「紀州のエジソンの女房～島精機を支えた肝っ玉母さん・島和代物語～」が
放送中です。５月８日(月)から約３ヶ月間、毎週月曜～金曜日１６時～１６時１０分の間、radiko プレミアム（月額有
料）を登録されていると首都圏でも視聴できます。
※詳しくはこちら http://www.forte-wajima.com/8347

⑤ロケ地：田辺市 映画「ポエトリーエンジェル」元気になるロードショー！
梅農家の家業を手伝いながらも日々をくすぶって過ごす妄想好きな青年。ある悩みを抱え、友人を作らずにボク
シングのトレーニングに励む女子高生。２人は、‘詩のボクシング’やその仲間たちと出会い、それぞれに成長してい
く。田辺市をロケ地として撮影された物語で、田辺・弁慶映画祭の第１０回記念作品として映画化されました。
東京ではテアトル新宿で公開されています。是非ご覧ください。
※詳しくはこちら http://poetryangel.net/

⑥「ご当地じまんフェア２０１７」開催！
「中核市東京事務所 ご当地じまんフェア」は、東京事務所を開設している中核市２４市が、それぞれの都市の魅
力を東京で発信するため開催。今年は東京ガーデンテラス紀尾井町で開催され、和歌山市東京事務所が
中部近畿ブロックの一員として下記の日時に出展します。
皆様のお立ち寄りをお待ちしていますので、是非お越しください。
【日時】６月２２日（木）、２３日（金）
【場所】東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー２Ｆ オフィスエントランス
詳しくはこちら http://chuukakushi.gr.jp/topics/2017052500011/

【既報】
全日本マスターズ陸上競技選手権大会 in 紀三井寺 エントリースタート
2017 年 10 月 27 日（金）紀三井寺陸上競技場で開催される『国際・全日本マスターズ陸上競技選手権大会』の
エントリーが開始されました。
・詳しくはコチラから https://jtbsports.jp/events/events-detail.php?id=5359
・公益社団法人日本マスターズ陸上競技連合 http://www.j-master.gr.jp/index.html
東京支部在籍の 29 期水島さんは、メタボ解消のために参加して以来、日本記録を出すまでにのめり込むほど。
今年は、紀三井寺での開催です。ぜひ、参加してみてはいかがですか？

また、観光学部 伊藤先生、教育学部 彦次先生のご協力のもと、地域インターンシップ（LIP）を実施。
4 月上旬に観光学部内にて募集をしたところ、22 名の学生が参加してくれることになりました。GW 前の 5/2（火）、
小生と学生たちとの交流の機会がありました。国際大会ということもあり、海外関係者、選手との交流も積極的にチャ
レンジしたい学生もおり、改めて関心の高さに驚いています。
※観光学部 > 地域に学ぶ 地域インターンシップ（LIP)について
http://www.wakayama-u.ac.jp/tourism/internship/lip/

【ご支援・ご協力のお願い】
大会およびシンポジウムの運営にあたり、海外関係者・選手への英語等々による案内係が不足しております。
これまでの国内における国際大会でも語学に不慣れながらも地元ボランティアにご協力いただいており、
また、下記ポスター及び、チラシを設置頂ける場所を探しております。
皆様のご支援・ご協力をいただければ幸いです。
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