柑芦会東京支部だより 第 121 号（30/7）
■東京支部活動の報告
①平成３０年度 主な活動計画について
７月２１日：代議員会報告、支部総会＆懇親会案内状発送
資料発送ボランティア 募集中！！
１０月２０日：支部総会＆懇親会 場所：損保会館 開場１０時、開会１０時３０分
１０月２７日：和歌山大学同窓会第３０回総会＆学生交流会（和大ホームカミングデー）In 和歌山大
１１月下旬 ：名草会 場所：高野山東京別院 http://www.musubidaishi.jp/access/index.html
１月２６日：人生塾 「ヨット競技の魅力とパリオリンピック出場に向けて」（仮）

②

総会＆懇親会案内状 発送作業にご協力ください。 7/21（土）13：00～
１０月に開催される支部総会＆懇親会の案内状を

約１２００部ほど発送いたします。つきましては、その発送作業を
ご協力いただける方を募集しております。
みなさま是非ご参加ください。

日時：平成２８年 7 月 21 日（土）13：00～16：00
場所：損保会館 ４０４会議室 東京都千代田区神淡路町 ２－９ TEL：03-3255-1299 （平日 9:00～17:00）
出欠について： 準備の都合もあり出欠は事務局宛へお返事お願いします。
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）

OBOG 活動のお知らせ
■ 武蔵野合唱団第 51 回定期演奏会に 29 期、平松真由美さん、オンステージ
～山田和樹 武蔵野合唱団指揮＆横浜シンフォニエッタ創立 20 周年記念演奏会～
日 時：2018 年 9 月 15 日（土）開場 15:30、開演 16:00
会 場：サントリーホール 大ホール
指 揮：山田和樹 管弦楽：横浜シンフォニエッタ
独 唱：ソプラノ 田崎尚美、澤江衣里 アルト

清水華澄、平山莉奈 テノール 望月哲也、櫻田 亮

バリトン 青山 貴、狩野賢一 合 唱：武蔵野合唱団
後 援：在日スイス大使館 武蔵野市
詳しくはこちら http://musashino-chorus.com/

和歌山大学関連
○【ご案内】「オープンキャンパス」の開催について
◆平成３０年７月１５日（日）10：00～15：00 （受付開始 9：30～）

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講義、教員や現役学生との交
流・懇談に加え、エキスパート・コース学生による大学入学後の学びの成果発表や、アクティブラーニング型授業の
「コーオプ演習」の他、民間・行政関連組織等や経済学部同窓会等と提携して行われる授業の紹介コーナーを設
けています。是非、お越しください。
【参照 URL http://www.wakayama-u.ac.jp/news/2018050200057/

】

○【ご報告】第５３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１６日・１７日（土・日）（クラブによっては、日程が
異なります）に滋賀大学で開催されました。今年は和歌山大学競技成績１０勝９敗１０分けの勝利を収め、４連覇達
成となりました。昨年の第５２回とは打って変わって大接戦となった今回、当初は総合成績で劣勢にたたされていた
和歌山大学でしたが、徐々に盛り返し、最後の最後で勝利を収めることができました。各種目で選手やマネージャ
ーをはじめ、チームの全員が力を出し尽くし、懸命に対戦相手に挑んだ結果であったと言えます。
【結果参照 http://www.wakayama-u.ac.jp/news/2018061900038/

】

○【お知らせ】『経済理論』第３９２号（増刊号）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総合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総合研究所ＨＰをご覧ください。
【 http://www.wakayama-u.ac.jp/eco/souken/bulletin/kriron.html 】

○【お知らせ】学生の課外活動状況について
今年度も学生達が、頑張っています！
・水泳部
昨年度に開催された県内大会で標準タイムをクリアし、２名が９月に横浜国際プールで開催される第９４回日
本学生選手権水泳競技大会の切符を手にしました。
・剣道部
第６６回関西学生剣道選手権大会でベスト３０となり、７月８日東京：日本武道館で開催される第６６回全日本
学生剣道選手権大会（個人）に出場いたします。
・準硬式野球部
近畿六大学準硬式野球連盟に所属している同クラブは、関西地区大学準硬式役連盟春季地区トーナメント
を勝ち抜き、５月２６日に開催された同二次トーナメント一回戦に勝利し、清瀬杯第５０回全日本大学選抜準硬式野
球大会の出場権を獲得しました。
二回戦は甲南大学と６月９日に対戦し、勝利すれば、文部科学大臣杯第７０回全日本大学準硬式野球選手権大会
の出場権をかけて、京都産業大学 vs 近畿大学の勝者と対戦することとなります。 （６月１日現在）
（文部科学大臣杯出場の場合は、清瀬杯は出場いたしません）
文部科学大臣杯はもとより、清瀬杯出場も創部初の快挙でございます。
追って詳細をご報告させていただきたいと存じますが、昨年度の硬式野球部同様、皆様のご支援を何卒よろしくお
願い申し上げます。

○【お知らせ】第５６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ていま
す。一番手は、ラグビー部で、既に３位入賞を果たしています。
詳細は、ＨＰをご覧ください。

【 近国体： http://www.kinkoku.jp

】

○【お知らせ】EC（エキスパート・コース）アグリビジネス・ユニットが早和果樹園で授業を行いました
平成３０年５月２６日（土）アグリビジネス・ユニット「EC アグリビジネス論」の授業を有田市の早和果樹園で行いまし
た。詳しくは、こちらをご覧ください。
【 http://www.wakayama-u.ac.jp/eco/faculty/faculty_curriculum/ec_agri.html 】

■ 観光教育研究セミナー2018 Vol.1 in 東京
「スポーツ ツーリズム 3 ～メガイベントが日本社会を変える～」
シリーズ第 3 弾の今回は、早稲田大学スポーツ科学学術院教授の原田宗彦氏を基調講演講師にお招きし、ポスト
2020 年に向けたスポーツ都市戦略についてお話いただくとともに、地域活性化やその展開についても考えます。
CTR が年間テーマとして掲げる「観光と SDGs」 の観点も踏まえ、「SDGs＃11：住み続けられるまちづくりを」達成へ
の貢献も提起します。参加費は無料です。多くの皆様のご参加をお待ちしております。
１．

日時：平成３０年８月１０日（金）１４：３０受付開始、１５：００～１７：３０

２．

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）

３．

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

＊会場、および資料準備の都合により、事前の参加申込が必要です。
詳しくはこちら http://www.wakayama-u.ac.jp/tourism/news/2018061800024/

■ 「ライフサイエンス・ロボティクス」新技術説明会 開催
「和歌山大学・高知工科大学・千葉大学・群馬大学」では合同で JST 主催の「新技術説明会」を開催します。
【日時】2018 年 07 月 31 日(火) 9:55〜
【会場】JST 東京本部別館 1F ホール（東京・市ケ谷）

【参加費】無料

和歌山大学からの発表は
「ライフサイエンス」
システム工学部 システム工学科 講師 鈴木 新
「ロボティクス」

「日用品への埋め込み可能な安価な健康評価システム」

システム工学部 システム工学科

教授 中嶋 秀朗 「移動プラットフォームの姿勢制御及び段差移動制御技術」
教授 和田 俊和 「可視光カメラを用いた特殊カメラ画像の高解像度化」
講師 土橋 宏規 「汎用ロボットハンドとロバスト把持戦略による組立作業の実現」
がございます。
詳細は以下「新技術説明会」ホームページよりご確認の上、ご参加のほど宜しくお願い致します。
◇ライフサイエンス 新技術説明会
https://shingi.jst.go.jp/kobetsu/cictokyo/2018_cic/tech_property.html
◇ロボティクス 新技術説明会
https://shingi.jst.go.jp/kobetsu/cictokyo/2018_cic2/tech_property.html

■俳句の会「芦火」 第 652 号 平成 30 年 7 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？
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 和歌山大学観光学部 ミニ・オープンキャンパス in 東京
入試制度を含む本学部の概要説明を行うとともに、国内外で様々な活動を行っている現役学生によるリレートー
クを行い、学生の目線から見た本学部での学びをご紹介させていただきます。
「和歌山大学で開催されるオープンキャンパスに参加できない…」「観光学部への入学を検討している」「観光学
部のことをもっと知りたい!」などなど、多くの皆様のご参加をお待ちしております。
8 月 10 日（金）12 時 30 分～14 時（受付 12 時～）
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
※申し込みはこちら http://www.wakayama-u.ac.jp/tourism/news/2018062200038/

② 松下会館の保存・活用探る
完成から 50 年以上経過した和歌山大学松下会館（和歌山市西高松）の価値を見直そうと、和歌山ヘリテージネッ
トワーク協議会は７月１日（日）午後１時 40 分、同館で見学会＆講演会「戦後モダニズム建築の魅力」を開く。同協
議会は「建物の今後は明らかでないが、取り壊される可能性がある。建物の良さを再認識し、市民や行政で保存・
活用できる道を探りたい」と語る。
※記事はこちら http://www.nwn.jp/news/180630_matusita/

③ 「和歌山テレワーク」フォーラム in 東京を開催！
技術進歩がもたらす「働き方改革」や「ワーク・ライフ・バランス」の導入が推進される中、多様な人材の活躍を可能
にするワークスタイルとして「テレワーク」が注目を集め、「ワーケーション」という新しい働き方も提唱されています。
このフォーラムでは、テレワークに関する国の取組や和歌山県のテレワーク導入企業の事例、本県のビジネス環境
やワーケーションの取組等をご紹介します。
●日時 平成３０年７月１８日（水）１５：００～１７：３０（開場１４：３０）
●会場 丸の内ビル８階 コンファレンススクエア Room４
●入場料 無料（事前登録制）
※詳細はこちら https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/062200/ritchi/topix/it_teleworkforum.html

文・編 47 期 中川貴照
---------------------------柑芦会東京支部フェイスブック https://www.facebook.com/groups/325065827574556/
〒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
柑芦会専用電話：03-3366-3680 平日 9:00～18:00 土曜日：9:00～15:00
共用 FAX：03-3369-3469 柑芦会東京支部宛と記載下さい。 e-mail： tokyo@kourokai.com

