柑芦会東京支部だより 第 134 号（R1/8）
■東京支部活動の報告
令和元年度 主な活動計画について
9 月 7 日：名草会（和歌山大学 OG 会）１１：００～
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

① 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

② 東京支部総会＆懇親会開催のご案内
１．日 時 ： 令和元年９月２８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 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６７期は無料、卒業後１０年以内の若手：大５８～６６期および女性会員は４千円）
４．テーマ ： 「経済社会システムの変化と経済学部の役割」

経済学部長・教授 Nabil Maghrebi 様

５．出欠について
■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。
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
■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。

◆ＯＢ・ＯＧご活躍
●66 期ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科 林守大（はやしもりひろ）さん ジャンプ GIGA に掲載
週刊少年ジャンプ特別編集増刊「ジャンプ GIGA 2019 SUMMER vol.2」に、描き下ろし漫画『放課後
の漫才師』 が掲載されています。https://www.shonenjump.com/j/jumpgiga/

●51 期ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科 磯井麻由（いそいまゆ）さん PRESIDENT WOMAN に掲載
新しい時代のリーダーとして情熱的に働き続けたい女性のためのメディア PRESIDENT WOMAN に
掲載されています。
「被害者意識をポジティブに変化させるには」 https://president.jp/articles/-/29362

◆和歌山大学関連
●イノベーションジャパン 2019 大学見本市＆ビジネスマッチング出展
和歌山大学 産学連携イノベーションセンターは、東京で行われる「イノベーションジャパン」に出展
致します。
今年度の展示内容（4 テーマ）
・情報通信分野：システム工学部 和田俊和 教授 「組み込み系 DNN システムの圧縮による高速化」
・装置・デバイス分野：システム工学部 尾崎信彦 准教授 「生体・医療イメージングに利用可能な近
赤外広帯域光源」
・ナノテクノロジー分野：システム工学部

門

晋平

助教

「光吸収・散乱の波長特性を容易に制御

できるナノ材料：中空銀ナノ粒子」
・情報通信分野：観光学部 木川 剛志 准教授 「Society5.0 に実現に向けた次世代型観光映像の研究」
8 月 29 日・30 日 東京ビックサイト「青海展示棟 B ホール」
詳細は下記をご覧ください。https://www.ij2019.jp/

● 和歌山大学観光学部 ミニ・オープンキャンパス in 東京
和歌山大学観光学部では、関東圏の高校生や保護者の皆様、学校関係者を対象とした「ミニ・オープン
キャンパス」を下記の通り開催いたします。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」のほか、本学部での学びや国内外での様々な活動、そして進路等について、在学生に直接質問し
ていただけます。
日 時 2019 年 8 月 21 日（水）14 時～16 時 30 分
場 所 フクラシア品川クリスタルスクエア 3 階 会議室 F（東京都港区港南 1-6-41）
詳細はこちら
http://www.wakayama-u.ac.jp/tourism/news/2019061900066/

● 学生の活動紹介！～「G20 大阪サミット」における学生通訳ボランティア
「G20 大阪サミット」において、学生通訳ボランティアとして本学部 3 年生の片山倭公子さん、2 年生
の南 裕賀さんが参加しました。学生通訳ボランティアは、同サミットを取材するために大阪を訪れる外国
人報道関係者に対して英語による大阪・関西の魅力発信を行うというもので、片山さんは舞妓さんとのお
茶屋遊び体験、南さんは茶道文化体験に伴う通訳活動をそれぞれ担当したということです。
なお、彼らの体験記については、観光実践教育サポートオフィス発行のニュースレター「WTU」の
2019AW に掲載予定です。
詳細はこちら http://www.wakayama-u.ac.jp/tourism/news/2019072400012/

● 和歌山大学ソーラーカープロジェクト ソーラーカーレース鈴鹿 2019 出走しました！
目標のクラス入賞には、残念ながら届きませんでしたが、同クラス学生チームの中では 3 位という結果
を得ることができました！
詳細はこちら https://www.facebook.com/wadaisolar

● カンテレにドームシアターがやって来る！今年の夏は 360 度劇場初体験！
XR コンテンツにおける技術協力に関する協定を締結した関西テレビ放送株式会社との共同イベントが、
下記の通り開催されます。オープニングイベントには本学部の尾久土正己教員が出演するほか、ドームシ
アターでは関西テレビ放送株式会社と共同制作したドーム映像「“スワローエンゼル”C62-2 号機の一日」
や「1/400 の奇跡 ～北米皆既日食～」の他、今年 7 月 3 日（日本時間）にチリで観測された最新の映像も
上映します。是非、
「360 度劇場」を体験してください！
オープニングイベント：
【日時】2019 年 8 月 17 日（土）11 時～
【場所】カンテレ扇町スクエア内 アトリウム特設会場
【イベント】
「カンテレドームシアター イベント・オリジナルコンテンツ
「はやぶさ 2 太陽系の起源を探る大いなる冒険」上映記念特別企画
JAXA ミッション・マネージャーに聞く！ ～お天気キャスターの片平さんが「太陽系の起源を探るミッ
ション」の全貌に迫る！～」
出演：JAXA「はやぶさ 2」ミッション・マネージャー 吉川 真 准教授
気象予報士 片平 敦

氏（報道ランナー天気コーナー担当）

スペース・アート・クリエイター 池下 章裕
和歌山大学 尾久土 正己

氏

教授

村西 利恵（カンテレ・アナウンサー）
（MC）
詳細はこちら
https://www.wakayama-u.ac.jp/tourism/news/2019080100010/
https://www.ktv.jp/dome/
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～ わかやま関連 Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ～
①「復興支援マルシェ」、和歌山県も出展
自然災害が多発し、農林水産業に甚大な被害をもたらした１年でした。和歌山県も台風により、本県の主要農産物
である果樹や野菜・花きのハウスなどの生産施設に大きな被害を受けました。 この度、上記の自然災害及び東日
本大震災の被災地における農林水産業の復旧・復興を力強く後押しすることを目的に、農林水産省主催の「復
興支援マルシェ」が開催され、和歌山県も出展いたします。
名 称

「復興支援マルシェ」

日 時

令和元年８月７日（水） １１：００～１５：００ ８月８日（木） １１：００～１５：００

場 所

農林水産省本館南口玄関前駐車スペース（東京都千代田区霞が関 1-2-1）

◆和歌山県からの出品物（予定）
農産物：ハウス柿、イチジク、モモ 加工品：ジュース、梅干し、梅加工品、酒類、ゼリー 他
【オープニングセレモニー】
開催日時：令和元年８月７日（水） １０：３０～１１：００
場

所：農林水産省本館南口玄関前駐車スペース

出 席 者：農林水産大臣 吉川貴盛氏 自由民主党幹事長 二階俊博氏
主 催

農林水産省

他

② 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。東京
2020 聖火リレーのコンセプトは「Hope Lights Our Way / 希望の道を、つなごう」です。平和や希望の象徴であるオ
リンピック聖火を、ランナーになってつなぎませんか？
和歌山県での実施日は、4 月 10 日（金）及び 11 日（土）です。
公募主体 和歌山県実行委員会
公募期間 令和元年 7 月 1 日（月）～8 月 31 日（土）
公募人数 38 名
決定時期 令和元年 12 月以降
募集要項、応募用紙ダウンロードページ（和歌山県教育委員会ＨＰ）
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/500400/tokyo2020/runner.html

③ 絵画部の卒生集う たんぽぽの会作品展
和歌山大学絵画部の卒業生でつくる「たんぽぽの会」（大平文昭代表）の第３３回作品展が５日まで、和歌山県
和歌山市九番丁のギャラリーけまりで開かれている。
吹上にあった奥山キャンパスで故・峠原敏夫教授から指導を受けた教育学部のゼミ生や、経済学部の学生らが
所属していた絵画部のメンバーが出品。国内外で活躍する人や」、趣味で楽しむ日曜画家らで構成され、２３人が
約８０点を展示。会場内は油彩や水彩、写真、版画、陶芸などバラエティーに富んだ作品が並ぶ。
出品者の一人、堀憲子さんは「メンバーの自由な表現方法で個性豊かな作品を展示しています。世界観の違い
を楽しんでもらえれば」と来場を呼び掛けている。
午前１０時から午後５時（最終日は４時）まで。問い合わせは同ギャラリー（℡０７３・４３２・３０００）。
詳細はこちら http://www.wakayamashimpo.co.jp/2019/08/20190802_88321.html

④ 和歌山市がＳＤＧｓ未来都市 内閣府選定
持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成に向けて優れた取り組みを行っている自治体を選定する内閣府の事業
で、和歌山県和歌山市が「ＳＤＧｓ未来都市」３１都市の一つに選ばれた。まちなかでのリノベーションと、東京大学と
の連携で地域再生などの研究が進められている加太エリアの取り組みを軸に、市全体として持続可能な社会づくり
を目指す提案が評価された。
未来都市への選定を受け、市は提案をベースに取り組みの具体的な計画の策定を進める。同課は「まちなかと
郊外を結び、リノベーションの先進的なノウハウと高齢化が進む漁村エリアでの取り組みを、双方に生かしていきた
い」と話している。
詳細はこちら http://www.wakayamashimpo.co.jp/2019/08/20190803_88326.html

文・編 47 期 中川貴照
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