柑芦会東京支部だより 第 137 号（R1/11）
■東京支部活動の報告
① 人生塾講演 （仮）マスターズ陸上初のオリンピック「マスターズピック」実現へ
陸上スポーツを愛する 18 歳以上の方なら誰でも参加出来る日本のマスターズ陸上競技は、1978 年、和歌山で
はじまりました。そこで、今回の東京支部「人生塾」は、マスターズ陸上の創設に携わり、いまも公益社団法人日本
マスターズ陸上競技連合 会長の鴻池清司氏をお招きして、100 歳までの夢を語っていただきます。
ぜひ、ご参加ください。 ※講演内容は、変更する場合がございます。予めご了承ください。
１．日時：11 月 15 日（金） １８：３０受付開始、１９：００開演～20 時終了予定
２．場所：損保会館会議室４０４ 東京都千代田区神田淡路町２-９ （電話）03-3255-1299
※なお定時後通用口よりお入り頂きますので守衛に本案内状をご提示願います。
３．参加費：1,000 円（軽食・コーヒー代含む） 懇親会：簡単な懇親会を実施したいと思います（実費割り勘）
４．お申込み：E-mail： tokyo@kourokai.com
柑芦会東京支部事務局まで。 （ 講演会、懇親会だけのご参加も大歓迎です。）
鴻池 清司（こうのいけきよし）氏（経済短大 10 期）
公益社団法人日本マスターズ陸上競技連合 会長。
元 和歌山市立中学校教諭（21 年間）、
元 和歌山県立高校教諭（11 年間）。
ギネスブック日本版掲載：日本列島 8000km 完走（4 人）。
日本陸連平沼章/秩父宮章、和歌山県スポーツ功労賞受賞。

② 柑芦会・秋季ゴルフ会・日程決定のご連絡（於：川崎国際生田緑地ゴルフ場）
九州各地に大量かつ連日の降雨により、大きな被害が出ています。最近の雨の降り方も変わってきました。昨夜、
小生の住む金沢区周辺に恐怖的な雷鳴を伴ったゲリラ的豪雨があり、坂道の下やＵ字型道路が川の様になり、か
なりの車が冠水、又、トンネルの出入り口をふさぐ形で土砂崩れが発生。過去にない現象が出ました。今後、天候を
よく見ながら行動したいものです。
さて、若干ご連絡が遅れましたが、先日 ９月１日（日）に川崎国際ＧＣの１１月プレイの予約日になる為、１９期 土
生さんのご協力を得て２人で行って参りました。土生さんには先頭役として朝一 ＡＭ．７：２０に入場し、第４番目の
順番権利を得、１０時に小生が入場し、バトンタッチをし、ＰＭ．１３：１５～予約受付を開始し、予約取りが終わったの
が１３：３０でした。早く行ったお蔭で早く終わりました。待っている人達の数は、総勢約６０名位でした。遅れて入場
すると予約が取れるかどうか、分からない競争率です。
確認の為、プレイ可能な方はメールで幹事宛てに改めてご返信をお願い致します。（一次締め切り： ９月２８日
迄） （尚、返信希望を除き、不参加表明の方には、ご迷惑にならない様、送信致しません。ご承知下さい。）
＜開催要領＞
１．プレイ日時

１１月１８日（月）

２．ゴルフ場

川崎国際生田緑地ゴルフ場 （〒２１４－００３２

３．費用

現地受付 ８：１５迄に依頼。
神奈川県川崎市多摩区枡形７－１－１０

（１）プレイ費 ￥14,030 円/人（セルフ・税込・食費別・７０歳以上：利用税￥８００の免除あり。
（２）会費 ￥2,000 円/人＋アルファ（パーティ時のデザート費＋賞品代＋予約取り時にかかった費用）

お問い合わせ先

幹事： １９期

田井利昭 （toshiaki.tai@nifty.com 携帯：０８０－５４６９－０３１２）

◆和歌山大学関連
● 文部科学省にて和歌山大学企画展示を実施 in 東京
和歌山大学は、2019 年 10 月 1 日（火）から 11 月 11 日（月）までの間、文部科学省エントランスにて企画展示
「和歌山大学がつくる新しい観光学～観光による持続可能な発展を目指して～」を実施します。
11 月 5 日（火）の午後には、木川剛志 観光学部准教授らによるイベント「日本国際観光映画祭を立ち上げて～
観光と教育への意義と効果について」を予定しております。
開催期間 令和元年 10 月 1 日（火）～11 月 11 日（月）
展示会場 文部科学省 エントランス（東京都千代田区霞が関 3 丁目 2 番 2 号 文部科学省新庁舎 2 階）
開館時間 月曜日～金曜日 10 時～18 時

（入館は閉館の 30 分前まで。土曜日・日曜日・祝日は休館）

詳細はこちら http://www.mext.go.jp/joho-hiroba/sp/index.htm

● 紀の国大学シンポジウムを開催
令和元年度紀の国大学シンポジウム「わかやまの未来を切り拓く若者を育むために」を以下の通り開催します。
みなさまの参加をお待ちしております。
日時：令和元年 11 月 16 日(土) 14 時～17 時 （終了後 情報交換会：有料）
場所：和歌山県 JA ビル 11F 会議室 （JR 和歌山駅前）
基調講演者： 日本総合研究所 藻谷 浩介氏
参加申込締切：11 月 11 日（月曜） ＊情報交換会は締め切りました。
詳細はこちら http://cocplus.wakayama-u.ac.jp/news/2019092700017/

● わかやま×観光展 「すべてが大切なワンピース これからもずっとみなべ町」
和歌山大学観光学部では、県内各市町村と和歌山で学ぶ学生たちとの接点となる場、より和歌山を知る場とし
て、各市町村が有する産業・文化・人材など多彩な観光資源を展示するシリーズ企画展「わかやま×観光展」を開
催しています。西 4 号館の多目的スペースでの約 1 ヶ月間の展示に加え、期間中 1 回以上の交流イベントの開催
を通して、地域の魅力を発信・共有していきます。（＊本企画は、毎年 5・6・7・10・11・12 月に実施予定です。）
第 2 回目となる 2019 年 11 月は、日本一の梅の里「みなべ町」。2015 年 12 月に世界農業遺産に認定された
「みなべ・田辺の梅システム」をはじめ、UME-1 フェスタ in 梅の里みなべ、 グルメ甲子園・やにこい種とばし、南高
梅、梅料理、紀州備長炭、南部梅林などなど、みなべ町の観光資源満載のポスター・パネル・パンフレット展示や映
像展示を行います。
また、11 月 26 日（火）16 時 30 分からは、交流イベントとして、セミナー＆ワークショップを開催。世界農業遺産
「みなべ・田辺の梅システム」に関する講話と、梅ジュースづくり体験（お持ち帰り）！おまけで、梅の種とばし大会
（賞品あり）も開催します！！！
本企画展・交流イベントは、本学学生や教職員を主対象とはしておりますが、一般の方のご来場も歓迎しており
ます。多くの皆様のご来場をお待ちしております。
展示期間 11 月 1 日（金）9 時～11 月 29 日（金）15 時 ＊開館時間：平日 9 時～18 時（土・日・祝日は閉館）
展示会場 和歌山大学西 4 号館 多目的スペース
交流イベント（参加費・事前申込ともに不要）：
セミナー＆ワークショップ「世界農業遺産「みなべ・田辺の梅システム」セミナーと梅ジュースづくり」
日時：2019 年 11 月 26 日（火）16:30～18:30
会場：和歌山大学西 4 号館 T-101 教室ほか
参加費・事前申込：不要
詳細はこちら http://www.wakayama-u.ac.jp/tourism/news/2019102900048/

俳句の会「芦火」 第 669 号 令和元年 11 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 ICT 企業誘致フォーラム in 東京」開催

和歌山県の田辺・白浜地域に、首都圏 ICT 企業のサテライトオフィス設置が続き、全国から注目が集まっていま
す。フォーラムでは、和歌山のビジネス環境や全国トップレベルの奨励金制度など、わかやまの魅力をご紹介しま
す。
◆日 時：2019 年 11 月 21 日（木）17:00～19:30（開場：16:30）
◆場 所：新丸ビルコンファレンススクエア 9 階 Room901
◆入 場：無料（事前登録制）
詳細はこちら https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/062200/ict_forum.html

② 和歌山大学発ベンチャーの４D センサー(株)がセイコーエプソン(株)から資金調達
4D センサー株式会社は、和歌山大学での研究成果を社会で生かすことを目的に、2012 年に大学発ベンチャー
として設立されました。独自の技術・手法を用いた高速・高精度な形状・変形・ひずみ計測法を実用化するととも
に、動体の 3D スキャンを可能とする OPPA 法*1 の開発を進めています。
これらの技術は、プロジェクターやロボットを活用した生産ラインの高度化・効率化への展開が期待され、また、建
物や橋などの大きな建造物のひずみをダイナミックに捉える機能と、極微細な動きをとらえるエプソン独自の水晶式
センシング技術とを融合することで、安心・安全な社会の実現に向けた活用が見込まれます。
※詳しくはこちら https://www.value-press.com/pressrelease/230675

③ 有楽町駅前広場に和歌山から“みかん畑”がやってきます！
首都圏百貨店フェアに合わせ、特別企画「わかやま県産みかん収穫まつり」を開催します！みかん収穫体験の
ほか、ブランドみかん４種食べ比べや、みかん、加工品の販売も行います。
東京のど真ん中で木に実るみかんを収穫してみませんか！？
○日 時 11 月 15 日（金） 12:00～18:00
○場 所 有楽町駅前広場（千代田区有楽町２－１０）
※みかん収穫体験 13:00～ / 14:00～ / 15:00～
・各回８０名様（計２４０名様）を予定しております。
・各回開始１５分前より参加整理券を配布いたします。
・収穫したみかんはお持ち帰りいただけます。

④ 紀州徳川家シンポジウム「紀州徳川家とその時代」の参加者募集中！
初代紀州藩主となる徳川頼宣が紀州５５万５千石に転封して４００年の節目となります。御三家の中でも唯一征夷
大将軍を輩出した紀州徳川家が果たした役割を振り返り、その功績を改めて多くの皆様に知っていただくためのシ
ンポジウムを東京で開催しますので、是非ご参加ください。
○日時 ２０２０年２月２２日（土）１３時００分～
○会場 明治大学駿河台キャンパス アカデミーコモン３階（東京都千代田区神田駿河台１－１）
※詳しくはこちら http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/kensei/shiryo.php?sid=29925
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

