柑芦会東京支部だより 第 110 号（29/08）
■東京支部活動の報告
【１】平成 28 年度 柑芦会 支部活動

① 観光教育研究セミナー2017 Vol.1 in 東京支部
日時：平成２９年８月１０日（木）１４：３０受付開始、１５：００～１７：３０
場所：フクラシア品川クリスタルスクエア（港南口）３F 会議室 G
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）
テーマ：スポーツツーリズム～メガイベントが日本社会を変える～
定員：100 名 参加費：無料 事前申込み制（詳細は同封案内をご参照願います）
その他：同日同会場１２：３０～１４：００にて和歌山大学観光学部ミニオープンキャンパスあり
申込期日：2017 年 8 月 4 日（金）17 時
＊参加申込が必要です。和歌山大学まで、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

② 第６回東京支部人生塾のお知らせ
日時：平成２９年９月８日（金）１８：３０受付開始、１９：００開演
場所：損保会館４階４０４会議室 東京都千代田区神田淡路町２-９ （電話）03-3255-1299
なお定時後通用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
講師・演題：「激動する世界とこれからの日本」
大学１８期 森 淳一郎さま（アライアンス・フォーラム財団 代表理事補佐、元伊藤忠商事）
参加費：1,000 円（軽食・コーヒー代含む）
募集人数：約４０～７０名（ぜひ多数ご参加願います）
懇親会について：講演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）
出欠について：人生塾講演会のみ、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、講演会のみ、懇親会のみ）は９月１日（金）までに
下記事務局（柑芦会東京支部）宛にお願いします。

③ 名草会（和歌山大学 OG 会）のお知らせ
わかやま定住サポートセンター芝めぐみ様（観光１期）をお招きしてのお食事会です。
日時：平成２９年９月２日（土）１２：００～
場所：がんこ新宿西口店（03-5322-7011 新宿区西新宿 1-10-2(110 ビル 10F)
http://www.gankofood.co.jp/shop/detail/wa-shinjukuwest/
受付開始：１１：５０(名草会にて予約済)、開会：１２：００、終了：１４：００頃予定
参加費：お食事代各自自己負担分 2,800 円（お昼の特別会席「かりん」3,300 円＋飲み物：一部補助）
名草会幹事：２９期本田（鈴木）孝子、平松（小栗）真由美、３２期 畠中（川嶋）陽子
出欠について：経済学部だけでなく教育学部、システム工学部、観光学部ＯＧの方も大歓迎です。
準備の都合もあり出欠は８月２５日（金）までに下記事務局（柑芦会東京支部）宛にお願いします。
【人生塾・名草会出欠連絡先】
柑芦会東京支部：〒160-0023 東京都新宿区西新宿 7-17-14 新宿シティ源ビル５Ｆ
E-mail： tokyo@kourokai.com

【２】 支部総会＆懇親会準備会を開催しました。
７月１5 日（土）１３：００～東京支部総会＆懇親会に向けた準備会に多数ご参加頂きありがとうございます。
また、懇親会では、支部総会後の懇親会の余興について 29 期の幹事団と打ち合わせも行われました。
ぜひ、10 月の支部総会＆懇親会には皆さまお誘い合せの上、是非多数ご参加いただきますよう宜しくお願い申し
上げます。
平成２９年度柑芦会東京支部総会＆懇親会開催のご案内
１．日 時 ： 平成２９年１０月２１日（土）１０：００受付開始、

１０：３０ ～ １４：３０

２．会 場 ： 損保会館２階大会議室（裏面地図をご参照：ＪＲ御茶ノ水・秋葉原、地下鉄淡路町、小川町ほか）
東京都千代田区神田淡路町２－９ （電話）03-3255-1299
３．会 費 ： ５千円（新卒者：大６５期は無料、卒業後１０年以内の若手：大５６～６４期および女性会員は４千円）
4．出欠について
■準備の都合もあり出欠は９月２９日（金）までに事務局宛に（下記または同封ハガキで）お願いします。
■メールアドレスをお持ちの方は今後の連絡に活用させていただきたく是非ともメールでご回答願います。
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（ハガキ回答面に必要事項をご記入の上そのまま FAX 送信願います）
■懇親会も大会議室で行います。ゼミ・クラブ等先輩後輩に幅広くお声掛けいただき多数ご参加下さい。
■教育学部・システム工学部・観光学部の方、他支部の方々のご参加も大歓迎です。

和歌山大学関連
○【お礼】平成２９年度和歌山大学説明会/オープンキャンパスについて
和歌山大学では、平成２９年７月１６日（日）にオープンキャンパスを開催いたしました。今年は猛暑の中、3,900 人
を超える来場者がありました。ありがとうございました。

○【お知らせ】平成３０年度和歌山大学経済学部社会人特別入試について
経済学部では、社会人特別入試の募集要項が出来上がりましたのでご報告いたします。
募集人員は３名、出願期間は平成２９年１１月１日（水）から１１月７日（火）までです。
詳しくは、本学ＨＰをご覧ください。【 http://www.wakayama-u.ac.jp/eco/news/2017072400025/ 】

○【お知らせ】夏季一斉休業について
今年も和歌山大学では、下記期間におきまして、夏季一斉休業を実施することとなりました。皆様にはご不便を
おかけいたしますがご協力とご理解をお願いいたします。
一斉休業期間：平成２９年８月１４日（月）～８月１８日（金）

○【ご案内】平成２９年度ホームカミングデーの開催について
今年も和歌山大学では、平成２９年１０月２８日(土)に大学キャンパス内において、「第７回大学ホームカミング
デー」を開催いたします。前回同様、課外活動施設を開放いたしますので、OB･OG の皆さんと現役学生の交流
の場としてご活用ください。
また、来年度以降も、１０月第４土曜日にホームカミングデーを定例開催といたしておりますので、この日に大
学施設を活用してのＯＢ戦などの交流行事を催していただければ幸いです。
詳しくは、本学ＨＰをご覧ください。
和歌山大学ＨＰ【 http://www.wakayama-u.ac.jp/homecoming/ 】

○【ご案内】経済研究所紀要『地域研究シリーズ』について
この度、『地域研究シリーズ 51』を発行いたしました。
『地域研究シリーズ』は、和歌山県地域の発展に資することを目指した経済学部教員による研究の成果をとりまと
めたもので、和歌山の経済、経営、歴史、文化、自然等にかかわる諸問題が取り扱われています。
シリーズタイトルは下記のアドレスにて公開しておりますのでご参照願います。
【 http://www.wakayama-u.ac.jp/eco/keiken/bulletin/ktiiki.html 】

○【ご報告】経済研究所講演会『製品開発と原価企画 ―トヨタブランドの源泉―』を開催
平成２９年７月２５日（火）に、経済研究所講演会を開催いたしました。
詳細は、本学ＨＰをご覧ください。【 http://www.wakayama-u.ac.jp/eco/keiken/news/2017071800062/ 】

○【ご報告】学生クラブ活動等ご報告
・剣道部
松元佐樹さん（教育学部２年生）が、５月７日開催の第 47 回関西女子学生剣道選手権大会」で、ベスト８と
なり、７月２２日～２３日開催「第 51 回全日本女子学生剣道選手権大会」に出場（３回戦敗退）いたしました。

・水泳部
9 月初めのインカレに男子水泳部の小梶琢也君が背泳で出場します。
第 93 回 日本学生選手権 水泳競技大会 9 月 1 日(金)～3 日(日)
会場：東和薬品ラクタブドーム（大阪府立門真スポーツセンター）http://www.namihayadome.gr.jp/

・弓道部
女子（関西学生弓道連盟一部リーグ所属）は、６月２４日～２５日開催「第 29 回全国大学弓道選抜大会（女子の
部）」に出場し、ベスト８の成績を収めました。

■俳句の会「芦火」 第 642 号 平成 29 年 8 月１日号

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和歌山市実証試験 防災マップ作り、手軽にスマホで参加
スマートフォンで手軽に防災マップを作れるシステム開発に、和歌山大学院生が取り組み。
災害時の避難ルートや避難所、危険な場所などを記したマップを地域住民が手作りすることで、防災意識の向上が
期待。南海トラフ地震に備えるため、家庭で防災マップを作ってもらうことを目指す。
実証試験には、和歌山市口須佐地区の自主防災組織の６人が参加。
詳しくはこちら https://mainichi.jp/articles/20170717/ddn/010/040/029000c

②紀の国トレイナート デザイン列車プロジェクト！
今年も全国、世界から広くこどもたちに列車車体デザインを募集。最優秀デザイン賞に選ばれた作品は、JR きのく
に線の車体となって約 4 ヶ月紀伊半島を走り抜けます。
詳しくはこちら http://trainart.jp/2017/pre.html

③和歌山初の女子硬式野球 女子野球×豊かな暮らしセミナー
和歌山県田辺市で、都会では味わえない豊かな暮らしのもと、整ったスポーツ施設でおもいっきり野球を楽しみま
せんか？スポーツで疲れた身体は温泉や大自然で癒やされます！セミナー当日は、先輩移住者である和歌山ファ
イティングバーズ NANA 監督の川保麻弥さんが、移住生活についてお話します。
日程

2017/08/22（火） 19:00-20:45

場所

NPO ふるさと回帰支援センター（東京都千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館 8 階）

詳細・申込： https://www.furusatokaiki.net/seminar_detail/?event_id=30995

④ 第８回香村賞ビジネスプランの募集について
『ビジネスプラン』部門
高度の専門能力、創造的才能、企業者精神を生かして、大企業では実施しにくい創造的・革新的なビジネスプラン
や新しいシステムづくりに創意工夫を凝らし、新機軸を生み出し、豊かな事業機会を開発するなど、学生らしい、ま
た実現性の高いビジネスプランを奮ってご提案ください。
『わかやま創生プラン』部門
和歌山県内の地域資源１）を用いて、県内の深刻な地域課題の解決に寄与する地方創生ビジネスプラン２）につい
て募集しますので、奮ってご提案ください。
詳細はこちら https://www.wakayama-u.ac.jp/news/2017072400070/

⑤若手農業生産者育成 紀ノ川農協 ×和大 OB
「紀ノ川農業協同組合」（紀の川市）は、ハウスなどの建設にかかる費用を無利子で立て替える「レンタルハウス」の
取り組みをスタート。農業で独り立ちして６年目で、トマトなどを栽培する星原智宏さんは、和歌山大学を卒業後、和
歌山県内で農業に取り組んできた。来年１月に紀の川市内に建てられる予定のレンタルハウス（建設費約８００万
円、３分の１は県補助金を活用）を利用する。
詳細はこちら https://www.furusatokaiki.net/seminar_detail/?event_id=30995

⑥避難者を育てる 和大とＪＲが津波避難訓練
ＪＲ紀勢線の電車に乗車中に南海トラフ地震が起きた場合、津波からいかに逃げるかを体験する避難訓練が３１日、
新宮市であった。乗客の高校生たちが有事に「率先避難者」となるべく真剣に取り組んだ。電車に乗った学生らが
地域の歴史や文化と同時に避難方法も学ぶという、和歌山大学・西川研究室主催、ＪＲ西日本協力の「鉄學」という
企画。
詳細はこちら http://www.asahi.com/articles/ASK7041JPK70PXLB00D.html

⑥自転車で和歌山県内を巡るフリーペーパー『リ；サイクル』を７月 21 日に創刊
和歌山大学在学中、サイクリング部に所属していた真さん。しばらく自転車から遠ざかっていたが、３年前に再び
乗るようになった。観光を兼ねたスポーツとして人気のサイクリング。和歌山市の会社員、宮園真さん、正子さん夫
妻が、自転車で和歌山県内を巡るフリーペーパー『リ；サイクル』を７月 21 日に創刊した。真さんは「名前は自転車
の〝サイクル〟に、自転車に乗れば、いつもと違う和歌山の魅力を〝再〟発見できるとの意味を込め、〝リ〟を付
けました」と話している。
詳細はこちら http://www.nwn.jp/news/170729_recycle/

⑦田辺祭をネットで発信 和歌山大学の学生
和歌山大学は２０１５年から、同市南新町の協力を得て学生が田辺祭に参加。住民らの手伝いをしながら祭り
の歴史や行事などを調べ、地域のことを記述できるサイト「Ｌｏｃａｌｗｉｋｉ（ローカルウィキ）」とネット上の地図に地域情
報を書き込む「オープンストリートマップ」にまとめて紹介している。昨年は計 13 本の記事を発信した。
詳細はこちら http://www.nwn.jp/news/170729_recycle/

⑧「紀州鉄道」究める 現地を調査、活性化提案
和歌山大学経済学部の２学生が、御坊市を走る紀州鉄道の現状や活性化策を研究し、１６日に和歌山市栄谷の
大学内で開かれたオープンキャンパスで発表した。撮影したくなるような外観に車両を塗装したり、地元の食と連携
して売り出したりする案を提案している。
詳細はこちら https://mainichi.jp/articles/20170723/ddl/k30/100/228000c

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

