柑芦会東京支部だより 第 109 号（29/07）
■東京支部活動の報告
【１】平成 28 年度 柑芦会 支部活動

① 支部総会＆懇親会準備会のお知らせ
東京支部総会＆懇親会に向けた準備会について下記の通りボランティア参加頂ける方を募集致します。
「みんなで作る柑芦会」として役員はじめ会員各位のボランティア活動を前提とした財政健全化と参加意識向上に
よる支部活動活性化を目指しております。ご多忙中とは存じますが、ご協力賜りたく宜しくお願い申し上げます。
１． 日時：７月１5 日（土）１３：００～１６：００
２． 場所：損保会館 ５０４会議室

東京都千代田区神田淡路町２-９ （電話）03-3255-1299

※休日入り口よりお入り頂きますので守衛に本案内状をご提示願います。
３． 具体的準備内容：
代議委員会報告、人生塾案内状、支部総会＆懇親会案内状の封入発送作業
約 1,700 通を封入し宛名シールを貼り付ける作業になります
４． 募集人数：約２０名（沢山の方にご参加頂けるとそれだけ早く作業が終わります）
５． 懇親会について：
支部総会＆懇親会への多数動員に向けたキックオフを兼ねて作業終了後に有志で
簡単な懇親会を実施したいと思います（実費割り勘）
６． 出欠について：発送作業、懇親会だけのご参加も大歓迎です。準備の都合もあり出欠
（両方、作業のみ、懇親会のみ）は７月１２日（火）までに東京支部宛にお願いします。
E-mail： tokyo@kourokai.com 電話： 03-3366-3680（受付時間：平日 09:00～18:00、土曜日： 09:00～15:00）
FAX： 03-3369-3469（共用番号のため FAX 宛先に柑芦会東京支部宛と記載願います） 以上

【２】 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
神宮球場にて開催された「全日本大学野球選手権大会」にて初出場の和歌山大学が、ベスト 8 となりました。
平日にもかかわらず、OB.OG をはじめ和歌山県職員やご家族の方々など、多くの方が応援に来てくださいました。
大学広報室より、野球部ニュースのコピーをいただきました。
ご覧になりたい方は、【１】の準備会にお持ちいたしますので、お声がけください。47 期中川貴照

また、学生支援課の脇田様より、お礼のメールを頂きましたので、ここに転載いたします。
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
応援くださいました皆様 和歌山大学学生支援課長 脇田です。
先般は、お忙しいところ、また、早朝より硬式野球部のために神宮球場まで駆けつけてきていただき誠にありがとう
ございました。初出場初優勝とは、なりませんでしたが、いい試合をお見せすることができました。
これも皆様の応援の賜物と大変ありがたく存じます。また、出場に至るまでの御寄附を含め、様々なご支援を頂戴し
まして、誠にありがとうございました。
球場では、ご挨拶ができず、大変失礼をしてしましました。重ねてお詫び申し上げます。
なお、球児たちは、既に秋季リーグに向け気持ちを切り替えております。
引続き、学生達の課外活動へのご支援ご鞭撻を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
皆さま、本当にありがとうございました。 学生支援課 脇田淳一
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

和歌山大学関連
○【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】「オープンキャンパス」の開催について
和歌山大学では、オープンキャンパスを開催いたします。
◆平成２９年７月１６日（日）10：00～16：00 （受付開始 9：00～）

参加自由（予約不要）

◆和歌山大学栄谷キャンパス
経済学部ブースでは、これからの入学試験や模擬授業、教員や現役学生との交流・懇談に加え、アクティブラ
ーニング型授業の「コーオプ演習」等の取組みについてお伝えするコーナーを設けています。
ご関心のある方は是非、お越しください。 http://www.wakayama-u.ac.jp/news/2017061500149/

○【ご報告】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６月２４日・２５日（土・日）（クラブによっては、
日程が異なります）に和歌山大学で開催されました。今年は和歌山大学競技成績１６勝９敗４分けの勝利を収め、
３連覇達成となりました。

○【お知らせ】和歌山大学経済学部と株式会社玉林園で連携・協力の覚書を締結
経済学部では、２０１７年６月１日に和歌山を代表する食品メーカーである株式会社玉林園様との間で、地域
の製造小売企業におけるチェーンストア実務等に関するコーオプ教育を推進するため、連携・協力する覚書を
交わしました。
この覚書に基づき、経済学部では、平成 29 年度の前期・後期にわたり、製造から小売りまでを一貫しておこな
うチェーンストアビジネスをフィールドに、マーケティング、コールドサプライチェーン、製品製造、品質管理の各
分野に精通した、玉林園様の現場社員による研修実務をコーオプ演習として開講します。
学部での講義は、起業や、民間企業で働くことを目指す学生が、商品企画、調達、製造、流通、小売、マーケ
ティングの実務への理解を深め、将来の糧となるより実践的な知識等を習得することを目標とします。
地域産業との連携による教育の充実を図ることには、中長期的にみて地元企業の成長、地域経済の活性化
につながっていく高い効果が期待できます。 http://www.wakayama-u.ac.jp/news/2017061300015/

○スポーツツーリズム ～メガイベントが日本社会を変える～ 東京・品川
主催：和歌山大学国際観光学研究センター、和歌山大学観光学部
後援（予定） 「柑芦会」東京支部、スポーツ庁、観光庁、和歌山大学観光学部同窓会「飛耀会」、
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、東京・品川にて「観光教育研究セミナー in 東
京」を開催いたします。「スポーツ ツーリズム ～メガイベントが日本社会を変える～」と題し、2020 年東京五輪に前
後して開催されるメガスポーツイベントを契機として日本社会に何が問われるのかを考えていくものとなっています。
今回は、順天堂大学特任教授の野川春夫氏を基調講演講師にお招きし、日本におけるスポーツツーリズム研究の
発展過程とスポーツイベントの役割についてお話しいただくとともに、その持続的発展について考えます。
多くの皆様のご参加をお待ちしております。
日時：2017 年 8 月 10 日（木）15 時～17 時 30 分
会場：フクラシア品川クリスタルスクエア（港南口） 3 階 会議室 G
〒108-0075 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）
申込期日：2017 年 8 月 4 日（金）17 時
＊参加申込が必要です。下記まで、E-mail にてお申し込みください。（参加費は無料）
本文に「お名前」「ご連絡先電話番号」をご記入のうえ、下記までお申し込みください。
和歌山大学 国際観光学研究センター E-mail info-ctr@center.wakayama-u.ac.jp
詳細はこちら http://www.wakayama-u.ac.jp/ctr/news/2017063000036/

＊同日 12 時 30 分～14 時には、同会場にて「和歌山大学観光学部 ミニ・オープンキャンパス in 東京」を開催い
たします。詳しくは、こちらをご覧ください。http://www.wakayama-u.ac.jp/tourism/news/2017062700029/

○「ワダイの防災カフェ」を開催
「ワダイの防災カフェ」は、防災関連の専門家と一般市民が飲み物を片手に気軽に語り合う場です。テーマは毎
回異なり、「防災教育」「防災計画」「避難支援システム」「災害事例」など多岐に渡り、和歌山大学や国土交通省
近畿地方整備局、和歌山県などで働く災害関連の専門家が講師を務めます。2017 年度は、7 月から翌年 2 月
まで、和歌山市、広川町、田辺市、那智勝浦町の 4 会場で、あわせて 10 回開催します。開催スケジュール、そ
の他詳細につきましては、以下のページをご覧ください。皆様のお越しをお待ちしております。
http://www.wakayama-u.ac.jp/news/2017062900030/

○剣道部 全国大会出場 全日本女子学生剣道選手権場
松元佐樹さん(教育 2)が、7 月 22 日(土)に全日本女子学生剣道選手権に出場！
和歌山大学生オフィシャルサイト「Wadai Scope」にインタビューを掲載しています。松元さんは、今年 5 月に行わ
れた第 47 回関西女子学生剣道選手権大会で見事ベスト８入賞！7 月 22 日(土)に行われる全日本女子学生剣
道選手権出場を決めました。
http://www.wakayama-u.ac.jp/blog/wadai_scope/headCategory/student/education/1291.php
全国大会は 7 月 22 日(土) にエディオンアリーナ大阪で行われます。
アクセス http://www.furitutaiikukaikan.jp/access （大阪府立体育館）

■俳句の会「芦火」 第 641 号 平成 29 年 7 月１日号
【今月の表紙】 麦酒 ビール 生ビール ビヤガーデン 缶ビール ビール全般
夏季もっとも大衆的なアルコール飲料。大麦麦芽を主原料として醸造されホップによる独特の苦みと香りが好まれ
る。四季を通じて、飲まれるが夏に冷えたビールを一気に飲み干すときの喉越しの爽快さは代えがたい醍醐味であ
る。最近は加熱殺菌していない生ビールが出回り、ビルの屋上などで開かれるビアガーデンではジョッキを傾ける
風景が見られる。また最近は女性の愛用が増えてきて趣も変化している。
・口癖は太く短くビールかな 後藤栖子

・ビヤガーデン話題貧しき男等よ 吉田耕史

・遠近の灯りそめたるビールかな 久保田万太郎 ・嘘ばかりつく男らとビール飲む 岡本眸
・煩悩をビールの泡が飛ばしけり

林雄次郎

・乾杯はビールの泡の消えぬ間に 清水恵山

第 641 号高得点句

艇担ぐ若者湖へ風薫る
勝

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？
また、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「わかやま紀州館～みなべ下北沢ベース ミューム・梅ラボ～」OPEN！
みなべ町商工会が下北沢に国補助金を活用し、アンテナショップをオープンします。みなべ町・日高地域の商品や
梅酒、スイーツコーナーなどがあり、町内の梅事業者を中心に４７事業者の約１３０品目を取り扱う予定です。
期 間：平成２９年６月２４日（土）～平成３０年２月２８日（水）
場 所：東京都世田谷区北沢２丁目３４－１２ 小田急小田原線、京王井の頭線「下北沢駅」北口から徒歩３分
詳しくはこちら http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/25436_0.pdf

②セミナー「世界遺産“川の参詣道”熊野川の魅力」開催
国際熊野学会副会長かつ熊野三山協議会幹事でもある山本殖生氏が、世界遺産、川の参詣道・熊野川の魅力に
ついてお話されます。申込不要です。太古の昔から人が行き来した川の参詣道をぜひ感じてください。
日 時：７月１２日（水）１３：３０～１５：００
場 所：三重テラス２階イベントスペース
主 催：東紀州地域振興公社 協力：和歌山県新宮市
詳しくはこちら http://www.kumanokodo-iseji.jp/news/603.html

③

「南海そば」４２年の歴史に幕

南海和歌山市駅

南海和歌山市駅が７月１５日、一帯の再開発事業の一環で、現在２階にある改札口を１階に移す。駅前広場と同
一平面に駅ホームを設けることで、より利用しやすい駅として一新。
詳しくはこちら https://mainichi.jp/articles/20170624/ddl/k30/040/462000c

④NHK BS「にっぽん縦断 こころ旅 2017 秋」がエピソード募集中！
俳優 火野 正平さんが、自転車で和歌山を旅します。“2017 秋”は、信州長野を皮切りに、秋を満喫しながら和歌
山へ！ 旅の手がかりは、番組へ寄せられるお手紙です。和歌山県内のこころに残る「何気ない風景」「思い出の風
景」「忘れられない風景」「みんなに伝えたい風景」「音の記憶と重なる情景」。思い出の場所を紹介しませんか？
募集期間：９月１１日（月）必着
和歌山県の放送予定：１０月１６日（月）～１０月２０日（金）
※投稿方法、放送時間等詳細はこちら

http//nhk.jp/kokorotabi

⑤ 「探偵！ナイトスクープ」の探偵 越前屋俵太さん、和大非常勤講師
街を歩いて人々とのかけあいをテレビ番組にしてしまう「街頭ロケ（街ロケ）」の手法を確立させたタレントの越前屋
俵太さんが今年度、和歌山大学観光学部の非常勤講師に就任し、学生たちを指導している。
越前屋さんが受け持つのは「地域再生特殊講義」で、年１５回の予定。前期は和歌山市加太を現場に、フィール
ドワークで地元の知られざる「いい話」を発掘し、地元の活性化団体が制作する観光ガイドブックに掲載してもらうこ
とを目指している。
詳しくはこちら http://www.asahi.com/articles/ASK6H5JFPK6HPXLB009.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

