柑芦会東京支部だより 第 133 号（R1/7）
■東京支部活動の報告
①

7/27（土） 支部総会＆懇親会案内状の発送作業にご協力ください。
9 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：7/27（土）13：00～16：00
場所：損保会館 ４０6 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）

② 名草会（和歌山大学 OG 会）のお知らせ。
１．日時：令和元年９月７日（土）１１：００～
２．場所：ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクション（電話：03-3665-0251）
真夏のサクランボは闇に輝く。―浜口陽三 夏の銅版画展―
中央区日本橋蠣殻町 1-35-7（半蔵門線 水天宮前駅、日比谷線・浅草線 人形町駅）
https://www.yamasa.com/musee/
３．当日スケジュール（予定）
集合：１１：００（美術館入口チケット売り場前に集合）
ランチ：１３：００頃予定…オステリア チ ヴェディアーモ 中央区日本橋蛎殻町 2-7-8 1Ｆ
浜口陽三(1909-2000)は、20 世紀を代表する版画家の１人です。1909 年にヤマサ醤油株式会社の先々代社
長、濱口儀兵衛の三男として和歌山に生まれました。1950 年代にフランスに渡り、カラーメゾチントという新しい銅
版画の技法を編み出し、世界的に活躍しました。
４．参加費：お食事代各自自己負担（美術館入場料は柑芦会より補助）
５．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
※教育学部、システム工学部、観光学部ＯＧの方もぜひ！美術館だけ、ランチからのご参加も大歓迎です

令和元年度 主な活動計画について
9 月２8 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 26 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

◆和歌山大学関連
●7/14（日）開催！】「和歌山大学オープンキャンパス 2019」を開催します！
日時

令和元年 7 月 14 日（日） 10：00～15：00 （受付開始 9：30～）

※当日は、正門、北門のどちらからでも入構することができます。
詳細はコチラ

https://www.cybathlonseriesjp.com/

●「和歌山大学観光学部 ミニ・オープンキャンパス in 東京」を開催します！
高校生や保護者の皆様、学校関係者を対象とした「和歌山大学観光学部 ミニ・オープンキャンパス in 東京」を
開催します。当日は、入試制度を含む観光学部の紹介に加え、学問としての「観光学」に触れていただく模擬講義
「民族文化と観光」（講師：吉田道代教授）、そして本学部での学びや国内外での様々な活動、進路等について在
学生が学生目線で紹介するとともに直接彼らに質問できる「学生に聞こう！～和歌山大学観光学部で学ぶというこ
と」を予定。「7 月の和歌山大学で開催された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、ご興味のある方はぜひこの機会をご活用ください。
●日時 ２０１９年 ８月２１日（水）１４：００～１６：３０
●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 F （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
●定員 ３０人（事前申込が必要です）
※詳しくはこちら

http://www.wakayama-u.ac.jp/tourism/news/2019061900066/

●ソーラー カ ー レース 鈴鹿 2019 参戦！
和歌山大学ソーラーカープロジェクトは、ソーラーカーレース鈴鹿 2019 参戦します。
レースは 5 時間に渡って行われます。最もレースが白熱するのは、レース序盤 1 時間(12:00 13:00) とレース終
盤 1 時間 (16:00 17:00) です。また、 13 30 14 00 及び、 15 00 15 30 頃にドライバー交代を行います。
ぜひ観戦にお越しください。
競技会名：FIA Electric & New Energy Championship ソーラーカーレース鈴鹿 2019
出場クラス：オリンピア
開催日時：8 月 3( 土 ) 12 00 17 00 （雨天決行
開催場所：鈴鹿サーキット （アクセス：https://www.suzukacircuit.jp/guide/
公式 HP https://www.suzukacircuit.jp/solarcar_s/
※お越しいただける場合は、メインゲートへご到着された際に、村松（080 2671 0254 ）まで
ご連絡いただきますようお願い申し上げます。
和歌山大学ソーラーカープロジェクト https://wadaisolarcar.wixsite.com/0803
代表：入交 優 / 広報：村松 さらら Email：wakayama.univ.solar.car@gmail.com

ＯＢＯＧ活動

ホセ・カレーラス ファンクラブ 白血病基金チャリティー演奏会

下公子様より（教育２５期）のご案内です。カレーラスが白血病を発症後、骨髄移植を受け復帰。ホセ・カレーラス
国際白血病財団を設立し、支援活動を熱心に行っています。バルセロナに白血病に特化した研究所も建て、カレ
ーラスの活動を少しでも支援するためファンクラブに白血病基金を設け、チャリティー活動を行っています。

俳句の会「芦火」 第 665 号 令和元年 7 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

～ わかやま関連 Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ～
①．【和歌山ロケ映画】柴田啓佑監督作品「あいが、そいで、こい」公開！
『カメラを止めるな！』を産み出したシネマプロジェクトの第 8 弾作品！柴田啓佑監督初長編映画、主演小川あ
んさんとワークショップオーディションキャストによる真夏の青春映画が公開されます。是非ご覧ください！！（※な
お、撮影は和歌山（田辺、白浜）で行っているのですが、映画の中では和歌山というのは出てこないようです。和歌
山の人には方言と景色で分かるようです。）
上映期間 ～7 月 12 日（金） 上映場所 新宿 K's cinema
詳細はこちら

http://www.ks-cinema.com/movie/aisoikoi/

②「ワーケーション・スタートアップ宣言」署名式の開催！
和歌山県は、 （一社）日本テレワーク協会及び長野県と協力し、 ワーケーションを全国的に普及させるため、 ７
月 18 日に東京でフォーラムを開催します。 フォーラムでは、 和歌山県と長野県で「ワーケーション自治体協議
会」設立に向けた協力確認書の署名式も実施します。
日 時

令和元年 7 月 18 日（木）14 時～17 時頃 （交流会 会合終了後に 1 時間 30 分程度実施）

場 所

大手町プレイス カンファレンスセンター2 階ホール A・B

（東京都千代田区大手町 2-3-1）

申込方法 「和歌山ワーケーションプロジェクト」ホームページより
※交流会のみの参加はできません。

参加費用 無料

申込締切 令和元年 7 月 17 日（水）正午
詳細はこちら

http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/kensei/shiryo.php?sid=29433

③わかやまの森林、林業、山村と暮らしを愉しむ人たち～を有楽町で開催
自然が豊かな地方暮らしでは、「山の仕事」である『林業』が仕事の選択肢のひとつ。現地で「山を育む・活かす・
支える」ゲストから、知れば知るほど面白い、林業の話を聞けるトークイベントです。
日 時 2019 年 7 月 28 日（日）12:00?14:00
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４階）
詳細はこちら https://www.wakayamagurashi.jp/howto/event-info/9192

④ 和歌山県聖火ランナー 東京 2020 オリンピック聖火リレーのランナーを募集中！
日本全国 47 都道府県を回る東京 2020 オリンピック聖火リレーの和歌山県聖火ランナーを募集しています。
和歌山県での実施日は、4 月 10 日（金）及び 11 日（土）です。
公募期間 令和元年 7 月 1 日（月）～8 月 31 日（土）
応募方法 ＷＥＢ又は郵送での申込み
応募要件 ・2008 年 4 月 1 日以前に生まれた方 /走行を希望する和歌山県内市町にゆかりのある方 など
選考方法 和歌山県実行委員会の推薦に基づき、東京 2020 組織委員会が決定
詳細はこちら

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/500400/tokyo2020/runner.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

