柑芦会東京支部だより 第 149 号（R2/11）
■東京支部活動の報告
① 東京支部 秋季ゴルフ会のご案内
私事ではありますが、少し残念なご連絡をしなくてはならなくなりました。去る１１日（日）にもう一つの趣味であるソ
フトボールの試合中に、外野（ライト）を守っていた際、打者の打ったボールを取ろうとして、誤って右手・親指（母
指）に当ててしまい、脱臼・骨折を起こしてしまいました。１６日（金）に手術を行い、ワイヤー（鋼線）２本を組み込ん
で整復固定、全治３ヶ月と診断されました。従って、私のみキャンセルとさせて頂きます。（１組３名で実施。）
幹事役につきましては、２２期 安田信男様に幹事代行をお願いし、快く引き受けて頂きました。今後、当ゴル
フ会に関するご連絡が出れば、安田様（メール：nobuo.yasuda@gmail.com

携帯：０７０－５５４８－２２１１）宛てにお

願い致します。
その他変更点については、パーティ会場が川崎国際ゴルフ場では場所が満杯の為、ゴルフ場の駐車場から約
１．７Ｋｍ先にあるファミリーレストラン「デニーズ・川崎菅生店」で行うべく、予約を致しました。 所在地・アクセスは
以下となります。
（所在地） 川崎市宮前区菅生５－２３－３０、ＴＥＬ．０４４－９７６－２６６４
（アクセス） ゴルフ場・駐車場を出て、最初の信号（長沢交差点）を左折、浄水場通りを約１Ｋｍ直進、清水台
交差点（尻手黒川道路との交差点）の手前、左側にデニーズ店があり。 所要時間は５分程度。
予約時間；ＰＭ．１６：００～１８：００

以上です。１９期

田井利昭

② 東京支部の「柑蘆誌」発送準備中
東京支部の「柑蘆誌」発送準備は、順調です。大学から「和歌山大学解体新書」、県東京事務所から「和みわか
やまっぷ」、The CHOYA 銀座 BAR 等のご案内も金銅先輩から送っていただきました。 ｂｙ草場幹事長

The CHOYA 銀座 BAR https://www.choya.co.jp/the-choya-ginza-bar/
梅体験専門店「蝶矢」鎌倉店 https://kamakura.choyaume.jp/

◆和歌山大学 ニュース
① 和歌山大学『観光・地域づくり』講座
観光地や観光ビジネスにおいて高く評価されているキーパーソンを講師に招へいします。各方面で活躍されて
いる方々のユニークな着眼点やリーダーシップを発揮しての事業の推進、異業種を巻き込んでのコンセンサスの形
成方法など、さまざまな観点からの実践事例を拝聴するなかで、和歌山県をはじめとする地域の観光 振興とまち
づくりの方向性を探ります。
第 3 回 日時

2020 年 11 月 12 日（木）19 時～20 時

テーマ つながりづくりと観光地づくり
講 師

～熱海市や鶴岡市の観光振興を事例にＤＭＯを考える～

木村ともえ 氏 （株式会社ジェイアール東日本企画 ソーシャルビジネス開発局 部長代理）

第 4 回 日時

2020 年 11 月 19 日（木）19 時～20 時

テーマ

『小さな自然を観る旅』による滞在型観光地への転換

講 師

河井 大輔 氏（NPO 法人 奥入瀬自然観光資源研究会 理事長）

※講義様式 ： ZOOM ウェビナー機能を利用してのオンライン公開講座（ライブ配信）
※詳しくはこちら http://www.wakayama-u.ac.jp/tourism/news/2020091500010/

② 岸和田サテライト「2020 年アメリカ大統領選挙とその歴史的背景」
なぜ、アメリカ社会はコロナ禍や人種差別問題に対して一致して対応できないほどに分裂を深めてしまったの
か、今回の大統領選の経緯とその歴史的背景について、できる限りわかりやすく整理してお話しします。
日

時

話題提供者

2020 年 11 月 18 日（水曜日）19 時～20 時 30 分
経済学部経済学科准教授 藤木 剛康先生

※詳しくはこちら http://web.wakayama-u.ac.jp/kishiwada/pickup/pickup_102.html

③ 11 月遠隔開催が決定！目指せ世界の頂上！障害者アスリートの祭典 サイバスロン
コロナウイルスの影響が収まらず 9 月に延期となっていた大会は、11 月に再延期。開催方式も以下のように大き
く変更となりました。
サイバスロン大会 <CYBATHLON 2020 Global Edition>
・開催日：11 月 13 日(金) 予選、14 日(土) 決勝
和歌山大学「RT-Movers」は、細心の注意を払いつつも、前向きに向き合い、地元でコースを準備して大会に
挑みます！ 大会の中継など詳細は、確定次第、チームの HP などでお伝えいたします。ひき続きご声援いただけ
ますようよろしくお願いいたします。
※詳しくはこちら http://web.wakayama-u.ac.jp/sys/cybathlon/
ヤフーニュース記事 ～サイバスロンが目指す当事者参加型の福祉機器開発～
https://news.yahoo.co.jp/articles/c787ad00dcf0b77f395ebaba24dcf04238e5bee3?page=6

④

オンラインセミナー「スポーツツーリズム 5～メガイベントが日本社会を変える～」

和歌山大学国際観光学研究センター（CTR）では、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に前後して開
催されるメガスポーツイベントを契機として日本社会に何が問われるのか、さまざまなトピックを取り上げています。
シリーズ第 5 弾は、早稲田大学スポーツ科学学術院教授の間野 義之氏を基調講演講師にお招きし、世界規模
のスポーツイベントの連続開催におけるゴールデン・スポーツイヤーズ（GSYs）を活用したスポーツの成長産業のキ
ーワードをお話しいただきます。
日時 2020 年 12 月 6 日（日）15 時 00 分～17 時 00 分
会場 Zoom ウェビナー（オンライン）開催
※詳しくはこちら https://www.wakayama-u.ac.jp/ctr/news/2020102800023/

⑤令和 2 年度「第 10 回ホームカミングデー」はバーチャルで！
今年のホームカミングデーは、新型コロナウイルス感染症拡大により参加者、関係者の健康・安全面を第一に考
慮し、感染リスクを回避するため誠に残念ながら、例年のように栄谷キャンパスに一堂に会しての実施は断念するこ
ととなりました。
・開催期間 令和 2 年 10 月 24 日(土）～ 12 月 6 日（日）
※詳しくはこちら

https://www.wakayama-u.ac.jp/about/homecoming10th/

⑥ 観光学部：加藤久美教授が日本人初！Global Sustainable Tourism Council の理事に選出
和歌山大学 観光学部の加藤久美教授が、グローバル・サステナブル・ツーリズム協議会 Global Sustainable
Tourism Council（GSTC）の理事に選出されました。日本人初の就任となります。
加藤教授は観光庁・UNWTO 駐日事務所によるプロジェクト「日本版 持続可能な観光ガイドライン」の開発にも関
与しており、「コロナ禍において「持続可能性」への関心は益々高まってきています。この役割を通じて、日本、アジ
ア太平洋地域、そして世界の持続可能な観光の推進に貢献するとともに、またそこに学生の皆さんも参加できる機
会を作っていくことができれば嬉しいです。」とのことです。
※詳しくはこちら http://www.wakayama-u.ac.jp/tourism/news/2020082000024/

⑦ システム工学部 「次世代ロボット生産システムのためのマニピュレーション研究
和歌山大学システム制御研究室ロボット・マニピュレーショングループでは、次世代ロボット生産システムへの応
用を目指した研究として、 人間の手の形にとらわれず目的の作業の遂行に必要な機能の実現を重視したロボット
ハンドの開発と、そのようなハンドによる対象物の把持・操作戦略の計画に関する研究を主として行っています。
※詳しくはこちら http://www.wakayama-u.ac.jp/cijr/sangaku/mm2-news/2020092300046/

≪現役生・卒業生活動≫
■ クロスオーバーホルン奏者 東谷慶太さん（教育 30 期） 音楽番組を無料配信中♬
KEITA MUSIC ROOM 第 2 シリーズ
ときめき 作曲 鬼武みゆき
2020 年 9 月 21 日

かながわアートホール

収録

HORN 東谷慶太 PIANO 鬼武みゆき
https://youtu.be/S0AQkJmyBnw
https://www.youtube.com/user/PopCorneProject
東谷慶太オフィシャルサイト
https://keita-higashitani.com

■ ヨット部 全日本学生ヨット選手権大会 出場
先日 10 月 10 日（土）・１１日（日）新西宮ヨットハーバーで行われた【令和 2 年度関西学生ヨット選手権大会（関
西インカレ）】において、４７０級第 2 位、総合第 3 位の好成績を収め全日本学生ヨット選手権大会に出場することと
なりました。
http://kansaigakurenyacht.com/race.html
第 85 回全日本学生ヨット選手権大会
http://www.kansaigakurenyacht.com/85th/top.html
関西学生ヨット個人選手権大会で村瀬慎太郎（経済学部 3 年生）・犬伏亮太（経済学部 1 年生）ペアが
3 位入賞を果たし、全日本学生ヨット個人選手権大会への出場が決まっています。

俳句の会「芦火」 第 681 号 令和 2 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
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◆和歌山関連 ニュース
① 和歌山オンラインワーケーション」イベントを開催
“ワーケーション導入に特化したガイダンスウェビナー” と“和歌山ワーケーションスポットのバーチャルツアー”を
盛り込んだ、ワーケーションに関心のある方必見のオンラインイベントを開催！ ワーケーションの聖地・和歌山のす
べてを体感してください。
期間：令和 2 年 11 月 12 日（木）～令和 2 年 11 月 13 日（金）
参加方法：オンライン（Zoom ウェビナー） 無料
問い合わせ先：和歌山県 情報政策課
※詳しくはこちら https://wave.pref.wakayama.lg.jp/020400/workation/event_201112.html

② 警察を動かした和歌山のベンチャー企業 ｢電動バイク｣メーカーの秘策
電動キックスクーターを手がける glafit（グラフィット）は 2020 年 10 月 28 日、東京都内で記者会見を開き、同社
の「glafit バイク」に走行運用での特例が認められたと発表した。今回、認められた特例とは、glafit が販売済みのペ
ダル付き glafit バイク「GFR-01」に対し、「自転車」と「電動バイク」の切り替えが認められるようになったことだ。
これにより、原付としてナンバーを取得した glafit バイクでも、これに対応する新機構を装着することで、自転車モ
ード時は道交法上、普通自転車と同じ扱いが受けられる。この特例は、内閣官房の新技術等実証制度（規制のサ
ンドボックス制度）を活用して実現したもので、この制度が施行されて以降、モビリティ分野で結果を出したケースは
初めてという。 ※東洋経済 https://toyokeizai.net/articles/-/386166
glafit 株式会社（グラフィット、本社：和歌山県和歌山市、代表取締役社長：鳴海禎造氏）
https://glafit.com/
ニュースリリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000031007.html

③ 和歌山県ふるさと納税型クラウドファンディング 参加企業プレゼン会
和歌山県が初めてふるさと納税を活用したクラウドファンディグでベンチャー支援を実施中。審査を勝ち残った７
社がクラウドファンディングに挑戦中です。この度、紀友会会員様に事業者が直接プレゼンする企画を実現しまし
た！すでに目標額をクリアしている事業者もいますし、まだまだがんばっている方もいます。是非、新しい取り組み
を知っていただくとともに、和歌山発の熱い思いを聞いてください。
開催日: 2020 年 11 月 10 日 （火）
■プレゼン会 18:30 ～19:30 3 分プレゼン＋質疑３分 ７社
問い合わせ先：紀友会 or 和歌山県東京事務所 http://kiyukai.com/concept

■東京発！わかやま情報は、和歌山県東京事務所をクリック♬
東京を中心とした首都圏での『和歌山』に関連した情報を発信しています。
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/tokyo/index.html
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