柑芦会東京支部だより 第 124 号（30/10）
■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
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１０日 ：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東京支部総会＆懇親会開催のご案内
支部総会は大学の状況を知る年に一度の機会であり、今年度は大学が今もっとも注力している「グリーンイノベーシ
ョンプログラム」に関する講演を予定しています。
また、懇親会では、クイズ大会を開催。昨年に続き、ＣＨＯＹＡ高級梅酒をはじめ、バスケット観戦チケットなどなど
豪華賞品が当たります。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。
１．日 時 ： 平成３０年１０月２０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 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６６期は無料、卒業後１０年以内の若手：大５７～６５期および女性会員は４千円）
４．講演会： 「食農総合研究所紹介～全学横断組織としての地域貢献（仮題）」
講 師 ： 和歌山大学食農総合研究所副所長・専任教授

岸上光克 様

5. 懇親会：大学３０期幹事団開会宣言、来賓挨拶、乾杯、歓談 etc.
各種催し（和歌山あるあるクイズ大会(仮)、近況報告、学歌/寮歌斉唱 etc.）
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メールでのご回答願います。
E-mail： tokyo@kourokai.com

■食農総合研究所について
食農総合研究所では、３つの研究ユニット（都市農村共生、地域資源活用、ICT 活用）と食農部門の教育ユニットを
設置しています。研究ユニットへの参加は毎年公募を行うとともに随時受付（登録申請）も行っています。様々な分
野にまたがる「食と農」に関した研究活動を展開します。
食農総合研究所パンフレットはこちら http://www.wakayama-u.ac.jp/_files/00156905/syounou_punf2018.pdf

③ 秋季ゴルフ会（11 月）のご案内
先日のご案内につきまして、既に１７名の方のご返信を頂き、ありがとうございました。以下詳細、とりまとめご案内
致します。 尚、ご検討中の皆様には、参加可否のご返信を頂ければ、幸です。
１．実施日 １１月１２日(月）
２．場所

現地受付 ８：３０迄に依頼。

本千葉カントリークラブ (〒２６６－００１４ 千葉市緑区大金沢町３１１、ＴＥＬ．０４３－２９２－０１９１）

３．アクセス

(電車） 東京駅～総武線・京葉線～ＪＲ．蘇我駅・下車、東口からクラブバス ＡＭ．８：００発～
約２０分でゴルフ場着。 尚、７：００発もあり。

４．費用

スタート時間 ９：２４ 東～(連続４組）

(車）京葉道路・蘇我ＩＣ～５Ｋｍでゴルフ場着。

（１）プレイ費 ￥９,５００（セルフ・昼食付・税込）・・・７０歳以上の方：利用税￥８００の免除、あり。
（年齢証明書の持参）

５．パーティ
以上です。

（２）会費 ￥２,０００円/人（パーティ費＆賞品代）

参加者全員の交流の場として、細やかなパーティの場を設けます。
お問合せは右まで。 幹事：１９期 田井利昭 Email toshiaki.tai@nifty.com

④名草会 のご案内 （11 月 和歌山大学女子卒業生 OG 会）
今年は弘法大師が伝えた瞑想法/阿字観を体験後、
恒例の楽しいおしゃべりランチです。
お忙しい方は阿字観、ランチのみのご参加も大歓迎です！
１．開催日：2018 年 11 月 10 日(土)
①阿字観：高野山東京別院 http://www.musubidaishi.jp/
港区高輪 3-15-18(高輪台/泉岳寺/品川駅)
9:15 受付開始(到着された方から順次ご案内)
9:30～事前説明、10:00～阿字観体験
②ランチ：日立金属 高輪和彊館
港区高輪 4-10-56(高輪台/品川駅)
12:00 受付開始(待合室あり/美術品鑑賞)

12:15～ランチ、 14:15 頃終了予定

２．会費:¥2,500.-(ランチ代/飲物別)
３．参加資格：和歌山大学 OG、関連女子
４．出欠：ハガキ表面柑芦会東京事務所へ
メール: tokyo@kourokai.com の他にも 電話/ハガキ何でも OK です。
名草会幹事：本田孝子 平松真由美 畠中陽子

⑤ 第７回東京支部人生塾 「セーリング（ヨット）競技の魅力とオリンピックに向けた取組み（仮）
１．日時：Ｈ31、１/２６（土）１３：００受付開始、１３：３０開演
２．場所：未定
３．講師・：大学 63 期 平田将人さま、
大学 29 期 波田由夏子さま
４．参加費：無料
※飲食は各自ご用意ください。
５．懇親会について：終了後に簡単な懇親会を実施（実費割勘）
６．出欠について：講演会ｏｒ懇親会だけのご参加も大歓迎。
【人生塾連絡先】
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
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明記願います）

OBOG 活動のお知らせ
■ 水島鉄男（29 期）さん 世界マスターズ陸上へ出場。
５５歳で１００ｍ１２秒３６をマークしマスターズ陸上で日本一になった水島鉄男さんが、還暦を迎え、スペイン マラ
ガで開催した世界マスターズ陸上、60 歳クラス 100ｍ走に挑戦しました。
結果は、100ｍ 13.22 秒 で、セミファイナル敗退でした。ちなみに、優勝タイムは、アメリカの選手で 12.08。
60 歳クラスで、すごい記録ですね。
セミファイナル RESULTS
ファイナル RESULTS

http://www.rfea.es/competi/result2018/airelibre/Malaga2018/C73.0063.html

http://www.rfea.es/competi/result2018/airelibre/malaga2018/C73.0065.html

◆和歌山大学関連
○卒業生キャリアデザインを考えるイベント「U39-RE キャリアデザイン」のお知らせ
【和歌山大学 20-30 代卒業生の皆さまへ】
大学を卒業後、東京や関東でがんばっている皆さん、一度、キャリアの棚卸をする機会を共につくりませんか？
参加者の皆さんと今までの想い、悩みを共有し、自身のキャリアを客観的に見つめなおすワークショップを開催し
ます。準備は何も必要ありません。コーヒー等を飲みながら気軽に参加できます。新しい出会い、新たな繋がりがで
きるはずです。
詳細 HP http://cocplus.wakayama-u.ac.jp/news/2018083000020/
FB ページ https://www.facebook.com/events/538178106630234/
日時：2018 年 10 月 20 日（土）16：00～18：00
場所：the SNACK（東京都中央区銀座 7-5-45 毛利ビル 2F）
https://the-snack.jp/access/
※場所は違いますが、柑芦会東京支部総会終了後に開催します
対象：和歌山大学卒業生／大学院修了生で 20-30 歳代の方
定員：35 名
参加費：500 円（ドリンク・軽食代）
参加申込： 氏名、出身学部／研究科、携帯電話等の連絡先を明記し、
yusukes@center.wakayama-u.ac.jp
(担当：COC+推進室／佐藤) まで、ご連絡をお願いします。
申込締切：2018 年 10 月 5 日（金）まで
主催：和歌山大学 COC+推進室／経済学部キャリア教育オフィス
後援：和歌山大学経済学部同窓会柑芦会

○【ご案内】食農総合研究所公開セミナーの開催について
インドネシア Pembangunan Jaya 大学学長のリマンタラ博士をお招きし、インドネシアの伝統的な植物、食物成分
と健康長寿との関係についてお話しいただくとともに、観光も含めた地域資源活用における女性の活躍について話
題提供していただきます。多数のご参加をお待ちしております。（参加費無料・事前申込不要）
日時：２０１８年１０月４日（木） １５：００～１６：３０
会場：和歌山大学西１号館（経済学部南棟）CTR 会議室（和歌山市栄谷 930）
詳細は、大学ＨＰをご覧ください。 【 http://www.wakayama-u.ac.jp/news/2018092500047/

○【お知らせ】和歌山大学経済学部教員の公募について
和歌山大学経済学部では、「経営戦略論」を専門分野とする方を１名募集しております。採用予定時期は、平成
３１年４月１日からです。詳細は、大学ＨＰをご覧ください。http://www.wakayama-u.ac.jp/news/2018050200064/

○【お知らせ】『経済理論』第３９３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】
平成３１年度和歌山大学大学院経済学研究科修士課程学生募集要項の修正について
平成３１年度和歌山大学大学院経済学研究科修士課程学生募集要項を修正いたしました。
詳細は、大学ＨＰをご覧ください。 【 http://www.wakayama-u.ac.jp/eco/news/2018091300051/

○【ご案内】平成３０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３０年１０月２７日(土)に大学キャンパス内において、「第８回大学ホームカミングデー」
を開催いたします。今回は、教養教育と紀州経済史文化史研究所についてご紹介いたします。
多数のご参加をお待ちしております。（参加費無料） 参加申込は１０月５日（金）までとなっております。
和歌山大学ＨＰ【 http://www.wakayama-u.ac.jp/homecoming/ 】

●和歌山大学ソーラーカープロジェクト

和歌山大学協働教育センター内のプロジェクトとして、学生の手でソーラーカーの設計・製作を行い、毎年レース
にも参戦しております。和歌山大学ソーラーカープロジェクトは 2004 年に和歌山大学のクリエというセンターで発足
しました。クリエは、教育・経済・システム工学・観光の 4 つの学部で学んでいる学生が、プロジェクトでの実践を通し
て自らの求める自主創造性を育む場です。私たちはクリエでソーラーカーのマシンの開発と製作を行い、8 月に鈴
鹿 サ ー キ ッ ト で 行 わ れ る レ ー スに 出 場 し てい ま す 。 「 FIA ALTERNATIVE ENERGIES CUP Solar Car Race
Suzuka2016」クラス優勝、翌年、翌々年も表彰台に立っています。
「FIA Electric & New Energy Championship ソーラーカーレース鈴鹿」
4 時間の耐久レース。１周 5.807Km の鈴鹿サーキットのコース周回数で競います。ドライビングテクニックやエネ
ルギーの計算、判断力などが求められる、静かで熱い戦いで、4 時間耐久のエンジョイⅡクラスに出場しています。
和歌山大学ソーラーカープロジェクト https://wadaisolarcar.wixsite.com/website-5

■わかやま関連 Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
① 観光庁、10 大学で人材育成講座 宿泊施設の経営者など対象
観光庁は、地域の観光産業を担う中核人材を育成する講座を全国１０大学で開く。旅館・ホテルの経営者や次世
代経営幹部をはじめ、観光産業に従事している社会人が対象。各大学で参加者を募集している。講座内容は、
経営戦略、財務会計、組織、マーケティング、ブランディングなど。業界有識者や大学講師による講義などが行わ
れる。原則として全日程への参加が必要。受講料は無料。交通費、宿泊費などは受講者負担。
【和歌山大学】観光カリスマ講座
▽日程＝１０月２５日、１１月８日、１１月２９日、１２月１３日、 来年１月１０日、その他の講座の詳細は未定
※詳しくはこちら https://bit.ly/2N1QeL8

②

和歌山の魅力を現地で体験 県内への移住促進ツアー

和歌山県は、県内各地の魅力を知ってもらい新規移住者を増やそうと、現地での暮らしを体験できるツアーを企画
している。「どのツアーも現地の魅力を十分に味わえるよう計画している。ぜひ和歌山の魅力を知ってもらいたい」と
意気込んでいる。紀中から紀南地域を中心に計４回開催。１泊２日で２カ所の自治体をまわり、その地域に根ざした
農業や漁業のほか、人気レジャーの体験、地元住民との交流などが楽しめる。
▽すさみ町、串本町（９月１５、１６日） / ▽広川町、有田川町（同２９日、３０日） /
▽那智勝浦町、田辺市（１０月１３、１４日）－で予定
※詳しくはこちら https://www.sankei.com/west/news/180825/wst1808250020-n1.html

④ 真言密教で最も尊い儀式「結縁灌頂」を東京で！
「結縁灌頂」（けちえんかんじょう）とは、仏様とご縁を結ぶ真言密教における最も尊い儀式です。通常、高野山で開
催される本儀式に、東京でもご参加いただけます。「結縁灌頂」にご参加いただくことで、日々の生活で溜まった心
の埃（迷い・不安）が消え去り、正しい道にお導きいただける功徳を授かることができると言われています。
8/1 １０時から予約受付を開始しておりますので、心の再生をはかるために一度ご参加されてはいかがでしょうか？
●日程 平成３０年１１月２３日（金）～２５日（日）
●場所 高野山東京別院
※詳しくはこちら

（東京都港区高輪３丁目１５－１８）

http://www.koyasan.or.jp/sp/experience/kechikan_tokyo/

⑤ 和歌山に移住しカフェや農家民泊を起業されたゲストをお迎えして
移住や起業の“なにする？なにした話”を語り合います。移住や起業の支援制度についてもご説明させていただき
ますので、地方の暮らしに関心のある方は、ぜひお気軽にご参加ください！！
●日 時：10 月 6 日（土）13：00～15：30（12:30 開場）
●会 場：ふるさと回帰支援センター（有楽町 東京交通会館 8F）
※詳細・申込みはこちら

https://www.wakayamagurashi.jp/howto/event-info/3703

⑥ 熊野本宮大社御創建 2050 年記念シンポジウムが明治神宮で開催
御創建 2050 年を契機として、明治神宮において記念シンポジウムを開催します。第１部では、九鬼家隆（熊野本
宮大社宮司）・荒俣宏（世界遺産熊野本宮館名誉館長）・鈴木正崇（日本山岳修験学会会長）の講演行われ、第２
部では、“熊野本宮参詣曼荼羅”の絵解き実演や、有識者を交えたパネルディスカッション、さらにシンポジウム終
了後は交流会も実施されます。
●日 時 平成３０年１１月２４日（土）１３：００開演
●会 場 明治神宮「参集殿」
●参加費 無料（事前申込制 定員 300 名）※交流会は参加費 4,000 円
※詳細はこちら http://www.city.tanabe.lg.jp/files/20180903kumano.pdf

⑦ 紀友会例会 「常勝集団・帝京大学ラグビーどうやって最強チームを創りあげたか」
和歌山を応援する紀友会例会は、新宮市出身の帝京大学ラグビー部監督 岩出雅之さんをお迎えし１０連覇を目
指す最強チームの創り方を講演頂きます。滋賀県立八幡工業高校ラグビー部を率いて７年連続で花園へ出場。
・日時：２０１８年１０月１２日（金）１８時３０分～（１８時００分開場）
＜講演場所＞「アドソル日進（株）１０階セミナールーム」 港区港南 4 丁目 1 番 8 号 リバージュ品川１０階
＜懇親会場所＞「プロント品川」 東京都港区港南１丁目８－２７
・参加料金：会員４,０００円（当日会場にて。）
▼申込み http://kiyukai.com/meeting/2018-10

■俳句の会「芦火」 第 656 号 平成 30 年 10 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

【お知らせ】
和歌山大学経済学部の同窓の門博文さん衆議院議員からのご案内（一部割愛）
「この催しは政治資金規正法第８条の２に規定する政治資金パーティです。」

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
文・編 47 期 中川貴照
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