柑芦会東京支部だより 第 126 号（30/12）
■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
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 参加募集中～第７回 東京支部人生塾

「目指せパリオリンピック セーリング（ヨット）競技の魅力」
≪ 第 1 部 講演 ≫
１．日時：Ｈ31、１/２６（土）１３：００受付開始、１３：３０開演
２．場所：損保会館 ４Ｆ 408 号室
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、ついておりません。各自でご用意ください。

≪ 第 2 部 懇親会

≫

講演会後、近くのバルにて、懇親会を開催いたします。 （実費割勘）
※懇親会のみの参加もＯＫです。 申し込み時に、お伝えください。
※出欠について ： 以下のメールアドレスまで、必要事項を送信ください。
人生塾担当

e-mail： tokyo@kourokai.com

件名「人生塾 出席について」
必要事項： お名前、〇期、ご連絡先、 懇親会の出席の有無

【プロフィールと主な戦績】
平田 将人 1992 年 9 月 17 日生（26 歳） 兵庫県出身
2008 年 4 月 兵庫県立芦屋高校入学
セーリング（ヨット）競技に出会い、ヨット部入部（主に FJ 級、国体活動のみ SS 級）
2011 年 4 月 和歌山大学スポーツ推薦入学 ヨット部入部 スナイプ級での活動開始
2015 年 4 月 実業団チームリヴァックスセーリングチーム（現 GOOD HOLDINGS セーリングチーム）入団
スナイプ級での活動継続
2017 年 3 月 実業団チーム退団
2017 年 12 月 医療法人裕紫会 中谷病院就職

ハーフタイム契約社員として、本格的に

パリオリンピックに向け活動開始（スナイプ級からオリンピック艇種のレーザー級に転向）

③秋季ゴルフ会（１１月１２日・本千葉ＣＣ） 開催しました。
柑芦会ゴルフ会・御参加の皆様へ
朝から良い天気に恵まれ、気温も温暖なゴルフ日和となり、
大変良かったです。 ゴルフ場も良く整備され、１１月半ばに
しては芝生も青々とし、プレイとしては気持ちよくできたのでは
ないでしょうか。 予定通り、９名の御参加者が全員、お集まり
いただき、ありがとうございました。３名づつの組合せでそれ
ぞれゆったりゴルフができたことと思います。本千葉ＣＣでは、
１年に１回のプレイですが、コースは決して易しくは無く、
東コースのグリーンなどは難しい位置にピンが切られ、
結構パットでご苦労されたことと思います。
（優勝者：井上純吉さん（１９期、グロス ９５、ハンディ２０．４、ネット７４．６）
来春は、下記日程案・場所で予定したい、と考えております。是非、引き続き、御参加をお願い致します。
（１）日程案 2019 年 5 月 14 日（火）（Ａ案）、13 日（月）（Ｂ案）
又は 21 日（火）、20 日（月）のいずれか、２月半ば頃にご案内し、アンケートを取りたく。
（２）場所

川崎国際生田ゴルフ場

お問い合わせは ゴルフ会幹事 19 期 田井利昭さんまで。toshiaki.tai@nifty.com

④香村賞審査会・表彰式について
平成 30 年 11 月 15 日 柑 芦 会 会長 青柳 明雄
和歌山大学では、平成 22 年から学生の勉学意識と社会的貢献意識の向上と就職支援を目的として、全学生を
対象にして柑芦会の香村基金の果実を利用した「香村賞ビジネスプラン」コンテストを開催しています。
今年は 11 月 6 日に第 9 回香村賞の審査会を開催しました。
審査（プレゼン＆質疑応答）の後、柑芦会の 4 名を含む審査員 9 名による審査委員会の結果、ビジネスプラン部
門では、優秀賞に観光学部 4 年の西込千穂さんと経済学部 4 年の佐久間薫さんの「外国観光客向け宿泊施設兼
個人外国人と日本人の交流の場『KAKEHASHI Village』」が選ばれ、奨励賞には経済学部 1 年の久保友紀さんの
「紙への恐怖克服プラン」と経済学部 3 年の福間敬太さんの「University Networking Service（SNS ではなく UNS）」
が選ばれました。
また、和歌山創生プラン部門では優秀賞は該当なく、奨励賞に経済学部 3 年の中川航輔さん、川口美紅さん、
山本万莉菜さん、山田光一郎さんによる「外国人ツアー客向けのモバイル機器の貸し出し事業」が選ばれました。
審査委員会終了後、表彰式と交流会が行われ、プレゼンを行った学生諸君と審査員の間で活発な意見交換が
ありました。なお、上記プランのデリバティブ型（派生型）と言える提案を他機関の懸賞論文に提出されたお二人の
方が、下記のように受賞されています。
久保さんの「紙への恐怖克服プラン」は和歌山の起業化の応援を通じて地域の活性化を目指す「第 1 回和歌山
『地域クラウド交流会』」で 1 位に選ばれました。
福間さんの「UNS」はレッドブル社の Basement University グローバルミーティングの日本代表に決まり、11 月
末にベルリンで行われるグローバルミーティングに参加の予定です。 香村賞の優秀賞に選ばれた『KAKEHASHI
Village』について、来年 10 月刊行の「柑芦」誌にその概要を掲載する予定です。

◆和歌山大学関連
○【お知らせ】伊東 千尋 現副学長・工学自然科学系長・産学連携イノベーションセンター長が
学長候補者に決定！
和歌山大学学長選考会議が行われ、現副学長・工学自然科学系長・産学連携イノベーションセンター長の伊東
千尋（いとう ちひろ）が、学長候補者として決定されました。同人は、静岡県出身の５６歳。名古屋大学大学院理学
研究科物理学専攻修了（理学博士）。専攻は物性工学、光物性物理学です。
任期は、２０１９年４月１日から、２０２３年３月３１日までの４年間です。

○【お知らせ】『経済理論』第３９４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 】

○【ご案内】第１６回学長杯 留学生による日本語スピーチコンテスト開催
今年も和歌山大学研究グローバル化推進機構国際連携部門は「留学生による日本語スピーチコンテスト」を開催し
ます。今年で第 16 回を迎える本大会は、和歌山で学ぶ留学生たちと日本人学生、地域の方々が、国や文化の違
いを越えてお互いの理解を深めることを目的に実施します。入場無料ですので、皆様是非お越しください。
日時：平成３０年１２月１５日（土）１３：００～１６：００
場所：和歌山大学東１号館１階 G-103
詳細は本学ＨＰをご覧ください。【 http://www.wakayama-u.ac.jp/news/2018111900025/ 】

○【お知らせ】第９回香村賞 学生懸賞論文の審査結果について
第９回香村賞（ビジネスプラン部門／わかやま創生プラン部門）について、審査（プレゼンテーション）の結果、各
賞が決定しました！詳細は本学ＨＰをご覧ください。【 http://www.wakayama-u.ac.jp/news/2018110900040/ 】

○【お知らせ】冬季休業について
今期も和歌山大学では、１２月２９日（土）より平成３０年１月３日（木）までの間、冬季休業となります。
皆様には、ご不便をおかけいたしますがどうぞよろしくお願いいたします。

● 観光教育研究セミナー 「観光とビッグデータ」
和歌山大学国際観光学研究センター（CTR）が開催する「観光教育研究セミナー」。最近では、IoT で多くの人と
モノがつながり、さまざまな知識や情報が共有され、従来とは違った新たな価値を生み出す社会、Society 5.0 の構
築が目指されています。今回のセミナーでは、有識者や先端企業からの講演を通じて、観光産業とデータ社会との
関係性について考える機会を提供したいと思います。
日時：2018 年 12 月 14 日（金）15 時 00 分～17 時 50 分（受付 14 時 30 分～）
会場：和歌山県統計データ利活用推進センター
プログラム：
講演「観光とデータ」 大井 達雄（和歌山大学 観光学部 教授、同学 国際観光学研究センター 研究員）他
参加申込： Ｅメールでのみ、参加申し込みを受け付けます。 参加費：無料
「セミナータイトル」「お名前（フリガナ）」「電話番号」をご記入のうえ、下記までお申し込みください。
問合先：和歌山大学 国際観光学研究センター
TEL 073-457-7025 / E-mail info-ctr@center.wakayama-u.ac.jp
※プログラム等の詳細 https://www.wakayama-u.ac.jp/ctr/news/2018110700022/

わかやま関連 Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
① 玉－古代を彩る至宝－ 江戸東京博物館
魂・霊（タマ）に通じる神秘性を見いだし、玉を特別な存在として大切に取り扱ってきました。古代の権力構造や
地域間関係、さらには精神世界を解明するうえで、玉は極めて重要な手がかりとなります。和歌山県をはじめ、全国
各地から選りすぐった国宝・重要文化財を含む古墳時代の出土玉類を中心に構成します。いにしえの人々の美意
識の結晶ともいえる玉を通して、古代日本の歴史・文化を広く紹介します。
※詳しくはこちら https://www.edo-tokyo-museum.or.jp/

②わかやまでベンチャーin 東京
起業・創業を考えられている方、和歌山にご興味のある方を対象に『わかやまでベンチャーin 東京』を 12 月 15 日
（土）14 時よりフクラシア丸の内オアゾ（丸の内北口ビルディング 16 階）で開催します。クラウドファンディングサー
ビスにて、約 1 億 2800 万円を調達した「glafit 株式会社」鳴海社長にご講演いただきます！
詳細はこちら http://sougyo.wbs.co.jp/t/

③紀の国の偉人 －世界が認めた孤高の天才数学者－
和歌山県では、郷土にゆかりが深い人物を顕彰し、その名声を高めることを目的に、平成 23 年度から明治大学と
連携し東京でシンポジウムを開催しております。今回は、和歌山県伊都郡紀見村(現橋本市)で育ち、数学研究
において前人未踏の業績を残した偉大な世界的数学者である「岡潔」という人物にスポットをあてます。
●日 時：平成 31 年 2 月 23 日（土）13:30～16:30
●会 場：明治大学駿河台キャンパス アカデミーコモン 3 階
●参加費：無料（事前申込制 定員 1,000 名）
※詳細・申込みはこちら https://academy.meiji.jp/course/detail/4546/

■俳句の会「芦火」 第 658 号 平成 30 年 12 月号

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

OBOG 活動のお知らせ
■ 平松真由美さん（29 期） 12/25 「第九交響曲」特別演奏会
東京支部幹事でお世話になっている平松真由美さんが、12/25 のサントリーホールにて開催される
日本フィルハーモニー交響楽団特別演奏会「第九交響曲」の合唱メンバーとして出演されます。
お誘い合わせの上、多数ご来場下さいますと幸いです。お申込み：武蔵野合唱団まで。
http://musashino-chorus.com/concert/japanphildaiku2018.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

