柑芦会東京支部だより 第 97 号（28/7）
■支部活動の報告
【１】平成 28 年度 柑芦会

支部活動

①東京支部今後の予定
・７月１６日：代議員会報告、支部総会＆懇親会案内状発送
・７月２７日：和歌山大学 紀雲会サマーフェス In 学士会館（東京）
・１０月１５日：東京支部総会＆懇親会
場所：損保会館 開場１０時、開会１０時３０分
※各項詳細が決まりましたら、改めてご連絡いたします。

② 7/16（土） 代議員会報告、支部総会＆懇親会案内状発送
10 月に開催される支部総会の案内状を東京支部の会員の皆様に発送いたします。発送のお手伝いを
懇親会幹事団・代議員・若手会員の皆様にお願いたします。
ご参加頂ける方は東京事務所までメール・電話にてご一報願います。

場所：損保会館
日時：7/16（土）１３：００～１６：００（終了後有志でお疲れさま会：実費会費制）
【連絡先】
電話：03-3366-3680（柑芦会専用)平日 9:00～18:00 土曜日：9:00～15:00
e-mail： tokyo@kourokai.com

③ １０/１５（土） 平成２８年度柑芦会東京支部総会＆懇親会開催
東京支部総会＆懇親会を下記の通り開催致します。
今年も「皆で作る東京支部」として懇親会幹事団を各期持ち回りで務める事になり、今年度は大学２８期が当番とな
っています。若者も多く集まる『世代をつなぐ東京支部総会』を合言葉に、「楽しい」「役に立つ」「参加意識をもてる」
総会を目指し、運営いたします。皆様お誘い合せの上、是非ご参加いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
記
１．日 時 ： 平成２８年１０月１５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（裏面地図をご参照：ＪＲ御茶ノ水・秋葉原、地下鉄淡路町、小川町ほか）
東京都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６４期は無料、卒業後１０年以内の若手：大５４～６３期および女性会員は４千円）
４．プログラム １０：３０
１０：４０

支部総会開始
講演会 テーマ「世界経済・日本経済の今後と和歌山大学経済学部の教育」
講 師 ： 和歌山大学経済学部長 足立 基浩 様

１２：００

懇親会スタート 大学２８期幹事団開会宣言、来賓挨拶、乾杯、歓談 etc.

各種催し（会員による音楽会：クラシック～懐かしの青春ソング、近況報告、寮歌斉唱 etc.）
１４：３０

閉会

■和歌山大学関連
○【ご案内】和歌山大学 紀雲会サマーフェス
紀雲会は、和歌山大学を応援してくださる皆様（保護者等で組織する後援会、同窓会〔それぞれ附属学校を含
む。〕、地域、企業・団体、大学教職員等）の交流会として、平成 27 年 10 月に発足しました。
当会においては、各組織の連携と融和を図り、オール和歌山大学で、和歌山大学の発展を支援するための活動
に取り組むこととし東京にて、サマーフェスを開催いたします。
日時：平成 28 年 7 月 27 日（水） 15：00～受付
会場: 学士会館（東京都千代田区神田錦町 3-28）2 階（202 室）
挨 拶 紀雲会長 山本健慈 、和歌山大学長 瀧 寛和
講演①「サイバスロン (cybathlon) 出場に向けて」 システム工学部教授 中嶋秀朗
講演②「アグリビジネス教育の取り組み状況と課題」 経済学部長 足立基浩
情報交換会 ※参加費２千円
申込み締切： 平成 28 年 7 月 1 日（金）まで
※申込み期限が過ぎていますがご興味のある方は、是非ともお問い合わせをお願いいたします。
紀雲会サマーフェス申込みフォーム

http://www.wakayama-u.ac.jp/support-party/index.html

○【ご案内】「オープンキャンパス」の開催について
和歌山大学では、７月１７日（日）栄谷キャンパスにおいてオープンキャンパスを開催いたします。経済学部ブー
スでは、入試関連、模擬授業、教員や現役学生との懇談に加え、アクティブラーニング型授業の「コーオプ演習」
について取り組みをお伝えするコーナーを設けています。ご関心のある方は、是非、お越しください。
◆７月１７日（日）和歌山大学栄谷キャンパス １０：００～
なお詳細は本学ＨＰをご覧ください。 http://www.wakayama-u.ac.jp/news/2016040700020/

○【ご報告】第５１回和滋二大学学長杯争奪総合定期戦について
和歌山大学と滋賀大学とによる学長杯争奪総合定期戦が６月１８日・１９日（土・日）（倶楽部によっては、日程が
異なります）に滋賀大学で開催されました。今年は和歌山大学競技成績１１勝１０敗８分けの勝利を収め、昨年に
引続き好ゲームとなりました。

○【お知らせ】『経済理論』第３８４号を発行いたしました。
経済理論の最新号３８４号を６月１日に発行いたしました。今回は１月にご逝去された石橋貞男教授追悼号とな
っております。『経済理論』は、１９５０年１１月に和歌山大学経済学会より創刊され、長い歴史と伝統を誇る学術雑
誌として現在では年４回刊行し、経済学部における広範な研究領域を網羅する質の高い研究論文を公表する役
割を担っています。本冊子の入手をご希望の方は、電話またはメールにて経済研究所までお問い合わせください。
詳しくは、下記和歌山大学経済学部経済研究所ＨＰをご覧ください。
【 http://www.wakayama-u.ac.jp/eco/keiken/contact.html 】.

○和大首都オフィス 8/9（火）開催！
～観光教育研究セミナー2016 Vol.4「スポーツツーリズム～メガイベントが日本社会を変える～」
この度、東京都港区芝浦の「和歌山大学首都オフィス」を活用し、「観光学部、国際観光学研究センター主催
観光教育研究セミナー＠和歌山大学首都オフィス」を開催することとなりました。（夏、冬の年 2 回実施。）ご関心の
ある方は、是非、お越しください。（事前の参加申込が必要です。）
詳細は本学ＨＰをご覧ください。【 http://www.wakayama-u.ac.jp/news/2016063000015/ 】

○【公募】和歌山大学 システム工学部教員(防災工学・防災計画学)
１．専門分野 防災工学・防災計画学
２．配置・職種・人員 和歌山大学システム工学部 特任助教

１名

３．勤務地 〒640－8510 和歌山市栄谷 930 番地
４．．応募資格

以下の要件を満たすこと。

（１）博士（または PhD）の学位を有する者、または着任時までに修得できる見込みの者。
（２）上記４．の職務内容に関わる学識および社会的経験を有する者。
（３）外国語を母国語とする場合は学生指導も含め学内業務の遂行が可能な日本語能力を有していること。
※詳細はこちら https://www.wakayama-u.ac.jp/news/2016041800019/

●俳句の会「芦火」 第 629 号 平成 28 年 7 月１日号
「今月の表紙」 噴水
公園や庭園の池中につくられた水を噴き上げる仕掛け、一種の装飾。中に噴き上がる水、落下する水、ときには淡
い虹を描いて見ていて飽きない。噴水は四季を問わないが、あの吹き散る飛沫はやはり夏の物である。日本で最
古の噴水は、兼六園のもので 1861 に前田斉泰氏が金沢場内に作ったとされる。動力は使わず、高低差を利用。
長崎公園の噴水も装飾噴水として古い。

第 629 号 高得点句

石庭の砂に影濃き若葉かな
たけし

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？ 柑芦 同人誌 「芦火」
会費 ：年間１万円 一括全納
発行人： 山下勝様 経済学部 １４期 yama723@nifty.com
連絡先：〒862-0954 熊本市中央区神水 1-7-2-301 ＴＥＬ ：096-382-4767
■和歌山大学図書館に「芦火」句集が配架されました。

■わかやま関連Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
①東京開催！ 「わかやま移住・就職フェア」開催！
東京にて年１回の移住・就職の大相談会が開催されます。ご興味ある方は是非、参加してみてください。
○日時 平成２８年７月１６日（土） 11:00～17:00
○場所 東京交通会館 12 階カトレアサロン
※詳細はこちら http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/kensei/shiryo.php?sid=23288

②和歌山市 連続講座「あなたの街に『居場所』をつくりませんか？」
交流スペースやコミュニティサロンなど居場所づくりにスポットを当て、みその商店街で食事や趣味の場を提供す
る「ふれあいの居場所ほっこりさん」を運営するＷＡＣわかやまが委託を受けて実施。和歌山大学の金川めぐみ准
教授の講義やＷＡＣわかやまの中村富子理事長らによる活動報告、県ＮＰＯサポートセンターによる資金や組織
運営といった実践的な内容を学びます。 ※詳細はこちら http://www.nwn.jp/news/16070205_koryu/

③「着物 de 地域活性プロジェクト ＫＩＹＯＲＡ（きよら）」
着物で街歩きしませんか──。
和歌山市の着物好き女性でつくる「着物 de 地域活性プロジェクトＫＩＹＯＲＡ（きよら）」が 7 月 24 日（日）、ＪＲ和歌山
駅前のわかちか広場で着物のファッションショーと、着物で市街地の協賛店へ行くと特典がもらえる初の催し「つれ
もて着よら」を開催します。

※詳細はこちら http://www.nwn.jp/news/16070289_kiyora/

④ 和大生による出前授業

ゲーム通じ「税」の大切さを 和大生が藤戸台小で

和歌山市栄谷の市立藤戸台小学校で、普段の生活の中で税金が何に使われているかを学ぶ出前授業「税の
授業」があった。和歌山大教育学部で社会科教諭を目指す学生たちが、手作りした「小学校人生ゲーム」を通して
６年生に税の意味や大切さを教えた。 出前授業は、今年で４回目。租税教育の指導法を学ぶ「『税の授業』研究」
講座の一環で、和歌山税務署が税理士会メンバーを大学に派遣して指導している。
※詳細はこちら http://mainichi.jp/articles/20160703/ddl/k30/100/247000c
.

⑤「和歌山の 10 代投票率を日本一にする」プロジェクトを始動
和歌山大学観光学部 3 年の小幡和輝さんは、日本初となる 18 歳から参加できる 7 月 10 日の国政選挙で「和
歌山の 10 代投票率を日本一にする」プロジェクトを始動した。
小幡和輝さんは、10 年近く不登校を経験。イベント制作会社和ーなごみを起業し高校生社長となり、高校生だけ
で経営するカフェ「ESPOIR」も設立。自身の経験を話すことで「一歩踏み出す勇気。」を伝えるため、全国各地での
講演活動やメディア出演も精力的に行っている。 ※詳細はこちら http://www.work-master.net/201671293

⑥音の静寂を聴く －ピアニッシモへの無限の広がりを全身で感じるクラヴィコードの世界－
１８世紀までの西洋には、蝋燭の炎のゆらぎを聴くかのようなとても繊細な音の鍵盤楽器が存在しました。それ
がクラヴィコードです。しかもこの楽器は私達が良く知っている、J.S.バッハやモーツァルト、そしてハイドンといった
作曲家に愛好され、彼らの管弦楽を用いた規模の大きな作品の作曲にも使用されたのです。あのモーツァルトのレ
クイエムもクラヴィコードで作曲されました。それにもかかわらず、この楽器の音の小ささゆえに経済効率最優先の２
０世紀においては殆ど忘れ去られた存在でした。音空間の広がりは、実は音量とは無関係である、そんな神秘的な
体験をしてみませんか？
日時 ： 2016 年 7 月 20 日（水） 午後 7 時～8 時半
話題提供 ： 山名 敏之 （和歌山大学教育学部 教授）
場所 ：

岸和田市立浪切ホール 1 階 多目的ホール

※詳細はこちら http://www.wakayama-u.ac.jp/kishiwada/pickup/pickup_55_1.html

文・編 47 期 中川貴照
-------------------------------〒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
電話：03-3366-3680（柑芦会専用)平日 9:00～18:00 土曜日：9:00～15:00
FAX：03-3369-3469（共用番号)柑芦会東京支部宛と記載願います。
e-mail： tokyo@kourokai.com
-----------------------------

