
What’s 
up, OITA!

（どげぇかえ、ふるさと大分！）

【ご挨拶】 大分県企画振興部国際政策課 課長 飯田 聡一

１０月になり、幾分涼しくなってきました。秋の風物詩ともなった「大分
国際車いすマラソン大会」や大分県農林水産祭など、様々な催しが
今月各地で開かれます。
役所にとっては、今年の事業が本格化する中で、翌年の予算も検討
するなど、最も忙しい季節です。１１月の香港プロモーションの準備を進
めながら、海外で大分を如何にアピールするか等々に頭を振り絞って
います。良い情報があったらぜひとも。

バックナンバーはこちら http://www.pref.oita.jp/soshiki/10140/whatsupoita.html

海外事業に携わる県職員が、皆さまがお住まいの国・地域に向けて実施し
ている県の施策をご紹介します。ぜひ、県のＰＲにご協力ください！

大分県の海外関連事業について

おおいたブランド推進課の矢野と申します。
当課では、マーケット起点の商品づくりをコン
セプトに県産農林水産物の流通改革や販路
開拓のほか、６次産業化と海外輸出の展開、
安全・安心な農産物づくりの推進に取り組んで
います。
とりわけ、海外輸出に関しては、行政、農業
団体、生産者団体等で構成する「ブランドおお
いた輸出促進協議会」を中心に成長著しい東
アジアに向け、大分産の農林水産物を積極的
にＰＲしています。
特に日田梨は、台湾で贈答用として高い人
気を博しており、また、今年の６月には、タイへ
「おおいた豊後牛」が初出荷され、１０月にはシ
ンガポール、１１月には香港で大分県フェアが
開催されます。新たな品目や新規国への輸出
も展開しながら国際競争に対応できる生産・流
通体制づくりを推進していきます。

農林水産部
おおいたブランド推進課

課長

矢野 格
(Itaru YANO)

【連絡先（Mail）】
a15320@pref.oita.lg.jp

海 外 関 連 注 目 ニ ュ ー ス ！
シンガポール大分県フェアにお立寄りください！

世界で活躍する県人会員と留学生ＯＢ、大分県
関係者の皆さま方に、大分の「今」をお伝えします。

《Vol.８》 2013年１０月1日発行

【日 時】１０月４日（金）～８日（火）
【会 場】Liang Court Shopping Centre
Level１ 177 River valley Road Singapore

シンガポールで初めての大分県フェアが開催され
ます。お酒や肉、魚、野菜、ドレッシング、スイーツな
ど、たくさんの県産品を販売します。どれも大分の豊
かな自然が育んだ自慢の産品です。また、県産食
材を使った日替弁当の販売や大分の温泉を体験で
きる足湯コーナーもありますので、是非ご来場いた
だき、大分県の味力（みりょく）と温泉を満喫してくだ
さい。
大分県応援団"鳥”「めじろん」にも会えますよ！！

【日 時】 １０月１０日（木）～１４日（月）
【会 場】台湾台北市北投区

ＭＲＴ淡水線新北投駅南側道路

台湾の有名な温泉地である台北市の北投温泉で毎
年開催される「台北温泉フェスティバル」に、大分県か
ら初めて参加します。
大分県では、昨年から「日本一のおんせん県おおい
た♨味力も満載」をキャッチフレーズに、源泉数、湧出
量ともに日本一を誇る温泉を前面に出した誘致活動
を行っています。今回は、日本と共通する温泉文化を
持ち、近年訪日観光客が急増している台湾で、大分
県の豊富な温泉や食をＰＲしますので、たくさんの
方々のご来場をお待ちしています。

「台北温泉フェスティバル」で「日本一のおんせん県」をＰＲ
いたします。大分県ブースへお立寄りください！

担当課：商業・サービス業振興課 担当課：観光・地域振興課

【大分合同新聞社ＨＰにリンク】
http://www.oita-press.co.jp/

------------------------------
・国宝、幻想的に 臼杵石仏火まつり
[2013年9月1日]
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_137799981498.html

・連携強化を呼び掛ける フィジー全権大使

[2013年9月3日]
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_137817008208.html

・冬期、週3往復に増便 大韓航空
[2013年9月4日]
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_137825560984.html

・大分の情報発信 県がフェイスブック開設
[2013年9月6日]
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_137842917338.html

・日田ナシ好評 県、タイでの宣伝に手応え

[2013年9月6日]
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_137842903824.html

・PR動画、人気沸騰 54万アクセスで1位
[2013年9月12日]
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_137894685527.html

・宇宙ロマン 津久見に隕石の痕跡
[2013年9月17日]
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_137937924536.html

・県内初！日本ジオパークに認定
[2013年9月25日]
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_138007028489.html

・大分市の元国際交流員、在福岡米首席
領事に[2013年9月25日]
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_138008697588.html

県内ニュース（９月）
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世界に拡がる！ ＯＩＴＡネットワーク

香港大分県人会「最近の２つの出来事をご紹介します」
～県人会事務局：大分銀行香港駐在員事務所長 小野上様から～

広瀬知事モンゴル訪問について～国際政策課～

大分県タイプロモーションについて～国際政策課～

７月28日に香港大分県人会バーベキュー大会を開催し、総勢20名が参
加致しました。香港では3ヵ月に一度のペースで県人会を開催し、故郷大
分を懐かしんでいます。

8月4日から8月18日の間、香港中文大学の学生10名が犬飼町わかあ
ゆ交流会ホームステイプログラムに参加しました。香港大分県人会、なら
びに大分銀行香港駐在員事務所では、ホームステイ前に学生に対し大
分県ならびに犬飼町の説明を行い激励会を開催しました。 ホームステイ
に参加した学生より、犬飼町は人が優しく、食べ物も美味しく、感動の連続
でしたとの感想を頂き、香港と大分の草の根交流は大成功でした。

【日 時】2013年8月20日（火）～23日（金）
【訪問先】モンゴル国ウランバートル
【参加者】広瀬知事（名誉団長）、近藤大分県・モンゴル
関係促進協会長（団長、大分県議会議長）、姫野同協会
副会長（県商工会議所連合会長）等 ２３名
【行事等】
・表敬訪問（モンゴル国首相、蒙日関係促進協会長 等）
・大分・モンゴル交流フォーラム
・日本人抑留中死亡者慰霊費献花

大分県・モンゴル関係促進協会モンゴル国訪問団が、
「大分・モンゴル交流フォーラム」に参加し、次代の人材
育成などを謳った「絆宣言」署名や、モンゴル国の官僚、
民間企業のマネージャーとして活躍する留学生ＯＢとの
意見交換を行ったほか、モンゴル国首相を表敬訪問す
るなど、同国との絆を深めました。
アルタンホヤグ首相からは、「人・技術・ものなど様々
な交流を進めたい」とのお話しがあり、今後の交流促進
が期待されます。

モンゴル国首相表敬 交流フォーラム 「絆宣言」署名 留学生ＯＢと知事

【日 時】2013年8月28日（水）～31日（土）
【訪問先】タイ王国バンコク都
【参加者】小風副知事、農林水産関係団体、

観光事業者等 ３０名
【行事等】
・レセプション「大分県の夕べ」
・表敬訪問（タイ国政府観光庁、日本国大使館 等）
・個別商談、市場視察 等

８月２８日から３１日にかけ、大分県の食と観光をＰＲする
ことを目的にタイ・バンコクにてプロモーションを行いました。
「大分県の夕べ」では、約１７０名の方にご出席いただき、
おおいた豊後牛鉄板焼きやしいたけ天ぷら、ブリやかぼす
ヒラメを使用した寿司、日田梨など大分の食を堪能してい
ただくとともに、大分県観光についてもＰＲし、出席者からも
好評を博しました。今後も引き続き大分県の魅力を発信し
ていきます。

「大分県の夕べ」での
小風副知事あいさつ

大人気の大分メニュー
試食コーナー

ＡＰＵ卒業生（タイ校友会長、有
名歌手）による大分県の観光ＰＲ

タイ国政府観光庁の
スラポン総裁を表敬訪問



From  our  Reporters
県の国際交流員等が、旬なＯＩＴＡ情報をお届けします。

林 泰男
（Taenam Lim）
県国際交流員
韓国（ソウル）

pu101502@pref.oita.jp

趙 敏
（Zhao Min）
県国際交流員
中国（湖北省）

pu101501@pref.oita.jp

まだ昼間は汗ばむ暑さですが、朝夕はだんだん過ごしやすくなって
きて、秋が近づいていることを感じさせるこの頃です。
連休が2回ある9月ですが、敬老の日3連休の中日である15日(日)
には「山車(やま)フェスティバル」が大分城址公園で行われました。
このイベントでは大分市の各地区から40台余りの山車が集まって色
とりどりの美しい姿を競い合いました。
山車といえばお祭りの華ですが、このようにたくさんの山車が一堂
に会する場面というのはなかなか見られない壮観でした。この日は
台風の影響による強風で時々雨に降られるなどアクシデントもありま
したが、無事にすべての山車がその雄姿を見せることができました。

7月15日、大分市の「今市石畳まつり」に行きました。当日は
風が強く、石畳に置かれた竹灯籠全てに火が灯る姿を見ら
れなかったことがちょっと残念でしたが、祭りで出会った人と
一緒に点灯するのが本当に賑やかで面白かったです。とても
いい思い出になりました。
このような祭りには、日本の文化や習慣、多くの方々の思い
が詰まっていると感じます。そして、地域を元気にしながら、
人と人のつなぎになっていると思います。屋台料理もたくさん
堪能でき、外国人の私は、日本のおもてなしを心からいっぱ
い感じることができました。

ニコール・フリン
（ Nicole Flynn）
県国際交流員

オーストラリア（QLD）
pu101503@pref.oita.jp

今年7月１日から9月30日まで、竹田市にて「ソフトクリーム王国た
けたスタンプラリー」が開催されました。竹田市内の23店舗に、豆乳
ソフト、ラムネソフト、コーンソフト、ほうれん草ソフト、ワインソフトなど
のユニークな味がありました。23個のスタンプを集めた人が「竹田ソ
フトクリーム大使」に認定し、ピンバッチをもらえるそうです。
竹田市に、スタンプを集めようとしている友達がいますので、先日
遊びに行きました。1日で8カ所のお店を回って、8つのソフトクリーム
を食べました。（意外にもほうれん草ソフトが一番美味しかったで
す！）そのうちの2カ所には温泉施設があり、ソフトクリームを食べな
がら足湯を楽しむことができました。ソフトクリームラリーは毎年行わ
れるそうですので、来年のラリーを楽しみにしています。

なつかしい我が故郷～大分ふるさと写真館～
【姫島村／日出町 】

【観光・地域振興課からのお知らせ】
日本の 「大分」を、世界の「OITA」に！

担 当：国際観光班 礒崎 香織
連絡先 ：isozaki-kaori@pref.oita.lg.jp
Ｈ Ｐ：http://www.pref.oita.jp/site/tourism/

facebook：http://p.tl/RBAa

（日出町）
日出藩主木下家の居城跡

「暘谷城趾」

（日出町）
将軍に献上された天下の美味

「城下かれい」

（姫島村）
島の特産

「姫島車えび」

（姫島村）
ユーモラスなキツネ踊り

「姫島盆踊り」

「Discover the spirit of Japan」 ※こちらもチェック！
Beppu Onsen http://www.visitjapan.jp/en/m/player/?video=93
Yufuin Onsen http://www.visitjapan.jp/en/m/player/?video=94

♨話題沸騰 「おんせん県って言っちゃいましたけん！」ＣＭ (全22種)

県人会の活動（懇親会等）や留学生ＯＢの近
況など、世界中の大分県関係者に紹介したい
話題をお寄せください！（様式は任意です）

【記事提供先／お問い合わせ先】
国際政策課 担当：猿渡（さるわたり）
【Mail】 a10140@pref.oita.lg.jp

話題提供のお願い！

タレントなし！ 歌なし！ CGなし！ 出演者は全員大
分の普通の人！ 笑いあり、人情ありの素朴さあふれる
おんせん県CM、ぜひご覧ください！

http://www.onsenkenoita.com/
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（10月号記事添付）シンガポール「大分銘品フェア」パンフレット

【お問い合わせ先】大分県商工労働部 商業・サービス業振興課


