柑芦会東京支部だより 第 142 号（R2/4）
■東京支部活動の報告
① 【延期のお知らせ】長野ブロックのキックオフ
長野ブロックのキックオフ会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、大事をとって延期するこ
とになりました。コロナ騒動が沈静化したら改めて日程設定しお知らせ致します。
皆さまもどうぞお気を付けて安全にお過ごし願います。

② 第２２回（２０２０年）鎌倉歴史探訪の案内
東京五輪の年で明けてた令和２年は、新型コロナウイルスの猛威にかき回されていますが会員各位はお変わりご
ざいませんか。さて、恒例の「鎌倉歴史探訪」を午前のコース：数年前より公開されるようになった長寿寺で尊氏の
像に対面と書院の間より、手入れの行き届いた庭園観賞をメインに計画しました。午後は浄光明寺の阿弥陀三尊
（国の重要文化財指定）を中心に住職の説明を聞いた後、境内に祀られている石神仏の拝観とコースに日蓮宗の
各宗派の寺院があり、「着せ替え日蓮上人」や紀州頼宣公と関わりのある妙伝寺もあります。
この機会に古都鎌倉の探訪に会員・家族で多数参加頂きたく 2020 年３月の「支部だより」で案内致しますので、
参加希望者は４月末日までに柑芦会東京支部又は世話役の妹尾まで連絡下さい。参加申込みの方には５月早々
資料を送付します。
なお新型ウイルス騒動が収まらない時は秋に順延することもあります。その節は連絡致します。
（１）日時：2020 年５月 30 日（土）10 時 30 分集合
集合場所：JR 北鎌倉駅改札口前

解散は 1５時ごろ

解散場所は鎌倉駅

（２）コースの概要
（イ）訪問先は①光照寺→②浄智寺→③本堂・書院にも入れる長寿寺→④八坂神社→⑤薬王寺
→⑥浄光明寺の阿弥陀三尊と境内を探訪→⑦妙伝寺→⑧護国寺→巽神社
（ロ）訪問先の見どころ
・①光照寺ではキリスト教の「クルス紋」を山門と本堂の天井で観る
・②浄智寺では三世仏を拝観 通過することもある（拝観料＠200 円）
・③長寿寺では内部を拝観（拝観料＠300 円）
・⑤薬王寺では向拝より国内最大級の日蓮像を拝観（双眼鏡のある方は持参）
・⑥浄光明寺の土紋を施した阿弥陀如来、矢拾い地蔵など拝観 (拝観料＠200 円)
（３）その他・
①参加費＠1,０００円（拝観料、通信費、写真代、資料代）
②前日の 18 時時点での降雨確率 50％以上の時は中止
③弁当は各自持参(昼食場所は扇ガ谷の八坂神社境内。敷物持参)
④歩行距離は約６Km
⑤懇親会について：鎌倉駅近くにてスタート。場所は、当日お伝えします。（恐らく前回と同じ店 幹事：中川）

◆和歌山大学 ニュース
【まとめ】新型コロナウイルス感染症への対応について
以下の和歌山大学ページでは、新型コロナウイルス感染症に関する発信情報をまとめています。随時追加して
いきますので、最新の情報をご確認ください。
http://www.wakayama-u.ac.jp/important-news/2020022700045/

① システム工学部 デザインシステム計画研究室がデザインしたグミが販売されました！
デザインシステム計画研究室（指導教員：原田利宣教授 メディアデザインメジャー）の学部４年生杉田さんが中
心になってパッケージデザインを行った「有田みかんグミ」（UHA 味覚糖株式会社）が、2020 年 3 月 10 日（火）より
全国のファミリーマートにて販売されました。

※詳しくはこちら https://www.wakayama-u.ac.jp/sys/news/2020031000020/
［ファミリーマート先行発売・数量限定］
口の中でとろける食感にこだわったグミです。和歌山県有田産のみかん果汁を使用しました。
https://www.family.co.jp/goods/snack/4725107.html

② システム工学部学生が開放特許等を活用したビジネスアイデア学生コンテストで近畿経済
産業局長賞を受賞
和歌山大学システム工学部の江口慶さん（環境デザインメジャー2 年）、川上泰生さん（材料工学メジャー2 年）
が、近畿経済産業局主催 開放特許等を活用したビジネスアイデア学生コンテストで近畿経済産業局長賞を受賞
しました。
チーム名：「K&T」 発表タイトル：「mind ten」
「mind ten」は、傘の無料貸し出しサービスです。傘を持ち歩くのは面倒だと考える人が少なからずいる一方で、
急な雨のときには、誰しも傘が欲しいと思うでしょう。「mind ten」は、企業の広告を掲載した傘を無料で使用できると
いうものです。企業が広告料を支払う一方で、既存のサービスとは異なり無料で使用できるということが特徴です。
また、開放特許は、その傘の所在地確認に利用されます。
※詳しくはこちら https://www.wakayama-u.ac.jp/news/2020031300014/

③ システム工学研究科学生がヒューマンインタフェース学会で研究会賞を受賞
和歌山大学大学院システム工学研究科の進藤綺乃さん（コミュニケーション科学クラスタ 2020 年 3 月修了、コミ
ュニケーションデザイン研究室）が、ヒューマンインタフェース学会で研究会賞を受賞しました。
発表論文： 「英語の飲食関連 Web サイトを用いたおいしさを表すことばの日英対訳手法の提案」
※詳しくはこちら https://www.wakayama-u.ac.jp/news/2020040300029/

④ 【産学連携イノベーションセンター】ビジネスプランを競う Tongali アイデアピッチコンテストに
て本学学生が特別賞
起業を目指す森本さんは、同コンテストで「オーバーソックス委託販売ビジネス」というテーマでプレゼンを行い、
見事特別賞を受賞しました。Tongali アイデアピッチコンテストとは、起業アイデアをはじめ、企業とタイアップした新
事業、地域振興、社会貢献、学生イベントを盛り上げるためのアイデアなど、おもしろアイデアをプレゼンし、アイデ
アのわくわく感や新規性・独創性などを評価し、審査するコンテストです。
※詳しくはこちら https://www.wakayama-u.ac.jp/news/2019112100063/

⑤ 産業技術大学院大学 IT とデザインエンジニアリングソリューションコンテストで最優秀賞
和歌山大学大学院システム工学研究科の島田雄生さん（博士前期課程 2 年 デザイン科学クラスタ、デザインシ
ステム計画研究室）が、「第 3 回 産業技術大学院大学 IT とデザインエンジニアリングソリューションコンテスト」で
最優秀賞を受賞しました。
作品名： 「Grape Check」
島田さんの作品「Grape Check」は、ADHD の症状のある人（特に不注意優先型）やタスク管理が苦手な人などを
対象とした、タスク管理のためのシステムです。用件のうち、機械学習により重要なものだけを抽出してシステム上に
表示します。このとき、業務に関するものと私的なものとを色分けして表示します。また、完了したタスクの表示をタッ
プすると表示が消え、一方で未完了のまま時間が経つと大きく表示されるなど、視覚的な分かりやすさや実行し忘
れの防止にも役立つの点が特徴です。
※詳しくはこちら https://www.wakayama-u.ac.jp/news/2020040300036/

⑥ 観光学部 南葵音楽文庫 序曲「徳川頼貞」吹奏楽バージョン CD 化
西洋音楽の普及に尽力した紀州徳川家第 16 代当主「徳川頼貞」の名を冠した序曲「徳川頼貞」。おそらく日本
では初めてであろうと思われる、大正時代に外国の作曲家から贈られた楽曲です。この度、同曲の吹奏楽バージョ
ンが CD 化されました。音源は東京芸大による録音ですが、和歌山での啓蒙シーンの映像は、本学名誉教授の米
山龍介氏率いる和歌山大学吹奏楽団が練習している風景となっています。
これに関する吹奏楽の練習風景と「南葵音楽文庫（なんきおんがくぶんこ）」の同曲についての米山名誉教授の
インタビューが下記番組で放送されました。
※詳しくはこちら https://www.wakayama-u.ac.jp/tourism/news/2020031800019/

⑦ 観光学部生の国際 / 地域活動報告を紹介－
「WTU（Wakayama University Tourism Update）」は、観光実践教育サポートオフィスが
編集・発行している Newsletter（年 2 回発行）です。
※詳しくはこちら http://www.wakayama-u.ac.jp/tourism/fuzoku/tourism-education-research/WTU.html

⑧ 岸和田サテライト特任事務職員募集
和歌山大学では、国立大学法人を取り巻く環境が急激に変化する中、多様化・高度化する諸問題に対応するた
め、高度で専門的な知識と経験、優れた識見を有する人材を事務職員（専門的スタッフ）として登用する特任職員
制度を設けております。
このたび，本学岸和田サテライトにおいて下記のとおり特任職員を募集しますので、お知らせします。
※詳しくはこちら https://www.wakayama-u.ac.jp/news/2020040200046/
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◆和歌山関連 ニュース
① 南紀白浜 新ＩＴビジネスオフィス 入居企業を募集
和歌山県では、以前より IT 企業誘致に力を入れており、白浜町周辺では 10 を超える企業の誘致が実現してお
ります。今般、新たな IT ビジネスオフィスとして、2020 年夏に完成予定である「Anchor（アンカー）」（白浜町・民設民
営）への入居企業の募集を開始しました。日本有数のリゾート地である白浜町で通勤時間を気にせず自然に囲ま
れながら仕事をすることで、新しいアイデアが生まれ、生産性の向上も期待されます。
また、首都圏からのアクセス（羽田空港⇔南紀白浜空港が約 1 時間）も良いため、サテライオフィスとして最適で
す。ご興味を持たれた企業様は、是非ご一報ください。
問い合わせ ：企業立地課（電話：073-441-2748）
東京事務所（企業誘致担当）（電話：03-5212-9057)
※各部屋の面積、賃料等の詳細はこちら https://wakayama-it.jp/news/?p=132

② 配信スタート！桂枝曾丸（かつら しそまる）「和歌山弁落語」
地元和歌山を愛する「和歌山のおばちゃん」こと落語家 桂枝曾丸傑作集ばかりを集めた落語集 1～5 の計 15 演
目を一挙に配信。“かわいさ” “やさしさ” “あつかましさ”を表現した、笑いがてんこ盛りの和歌山弁落語で“ほっこ
り”した時間をどうぞお過ごし下さい。令和 2 年 3 月 6 日（金）から世界同時配信がスタート
iTune,レコチョク,Amazon music,Spotify などにて配信
詳しくはコチラ https://lnk.to/shisomaru_katsura

③ glafit バイク GFR-01 をフードデリバリー業務⽤に無償貸与
和歌山発ぼ glafit CEO 鳴海さんが手掛ける次世代電動バイクの無償貸し出しをスタートしています。
新型コロナウイルスの影響による外出自粛要請にともない東京都内ではフードデリバリー需要が急増しています。
配達人員の確保が急務となっているフードデリバリー業務への支援として、glafit バイク GFR-01 （以下 glafit バ
イク）を 2 ヶ月間無償で貸与することにいたしました。
詳しくはコチラ https://glafit.com/news/fooddelivery_taiyo/

■ プロホルン奏者 東谷慶太さん（教育 30 期）が浅草コンサートを開催。
東京支部総会で演奏頂いたプロホルン奏者、東谷慶太さん（教育 30 期）のコンサートが開催されます。
後援：柑芦会東京支部
お問合せ keita_higashitani@keita-higashitani.com
ＨＰ：http://www.keita-higashitani.com/profile.html
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