
What’s up, 

（どげぇかえ、ふるさと大分！） 
OITA! 

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

hori-syunro@pref.oita.lg.jp 

 ８月はプロモーション真っ盛り！香港での県産品試食商談会や
食の見本市出展、ソウルでの観光プロモーションやバンコクでの
国際旅行博出展など、大分の食と観光の魅力をアジア各地域
にアピールしています。９月末からは、大分－ソウル線のＬＣＣ就
航も決まりましたが、さらに大分とアジア各地との距離が縮まって
いくよう、ＰＲや情報発信に取り組んでまいります。 

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.19》 2014年９月1日発行 

 【ご挨拶】 大分県企画振興部 国際政策課  課長 堀 俊郎 
 

 海外関連施策に携わる県職員が、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等をご紹介します。 
ぜひ、県のＰＲ等にご協力ください！ 

大 分 県 の 海 外 関 連 施 策 に つ い て 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ大分県人会関係者が来庁 

【平成２４年度】 
2013.3  国際政策課 主幹 
 

【平成２５年度】 
2013.4   国際政策課 参事 
2013.5  知事（特別号） 
2013.5   観光・地域局長 
2013.6     交通政策課長 
2013.7    商・サ課長 
2013.8    畜産振興課長 
2013.9    林産振興室長 
2013.10   ブランド推進課長 
2013.11   広報広聴課長 
2013.12   漁業管理課長 
2014.1   企画振興部長（新春） 
2014.2    上海事務所長 
2014.3    （海外戦略紹介） 
 

 8月4日（月）、インドネシア
大分県人会の吉渡 剛さん
がご帰郷の折に県庁を訪れ、
国際政策課長と意見交換
を行いました。吉渡さんが
着用している「バティック」と
呼ばれる伝統衣服は見た
目にも涼しく、日本の夏の
気候にも合うとのことでした。 

【平成２６年度】 
2014.4    （国際政策課紹介） 
2014.5   企画振興部長、審議監 
2014.6   高校教育課長 
2014.7     工業振興課長 
2014.8  産業集積推進室長 
2014.9  義務教育課長 

  
  

教育庁義務教育課 
 

 課 長 
 

後藤 榮一 
(Eiichi GOTO) 

 
【連絡先（Mail）】 

gotou-eiichi@oen.ed.jp 

キャンプでの交流風景 

 義務教育課では、県内小・中学校での教育の充実に努めております。 
 特に、本県の子どもたちの学力向上を最重要課題として、これまで市町村教育委
員会と連携し、取り組んでまいりました。お陰をもちまして、学力向上にも一定の成果
が見え始めました。 
 

 現在は、グローバル人材の育成を次なる課題として、以下の２点に取り組み始めま
した。 
 

 １点目は、児童生徒の異文化理解や英語力の向上です。留学生が多いという地の
利を生かし、小学生の国際理解を推進する取組を進めております。具体的には、夏
休みに国際交流キャンプを実施し留学生との交流を深めたり、国際車椅子マラソン
で来県した選手や留学生を小学校に派遣し、交流活動を支援をしたりしています。 
 

 ２点目は、日本人・大分県人としてのアイデンティティーの涵養です。今後、県民の
皆様からのご意見を賜り、子どもたちに伝えたい大分の「よさ」「人」「もの」等を教材化
し、道徳や音楽、美術の時間で「ふるさと教育」として展開してまいります。県教育委
員会のホームページ上（http://kyouiku.oita-ed.jp）で募集いたしておりますので、
是非、海外でご活躍中の皆様方からも、ご意見をいただければ幸に存じます。 
  

ＡＰＵ一日留学の様子 車椅子マラソン選手との交流 

台湾大分県人会関係者が来庁 

 （写真左）吉渡さん 

 8月6日（水）、台湾大分
県人会の廣瀬 孝二さん
がご帰郷の折に県庁を訪
れ、国際政策課長と意見
交換を行いました。廣瀬さ
んは台中日本人学校の校
長を務めておられることか
ら、両地域の青少年交流
の助言をいただきました。  （写真中央）廣瀬さん 
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 県 内 の 出 来 事 （ ８ 月 ） 

※国際政策課にて新聞等を元に作成 

Pick Up! 大分の「今」 

   【８月  ２日（土）】 
 ８月１日（金）夜、大分市で「大分七夕まつり」が開催され、今年３０回目を迎える
「府内戦紙（ぱっちん）」が開かれ大変な盛り上がりをみせました。台風の影響で雨
が降る中、大勢の踊り隊が「セイヤ！」のかけ声とともに勇壮な踊りを披露しました。
１８基の山車と踊り隊約３，６００名の中で、大分信用金庫が第１位に輝きました。 

「大分七夕まつり ３０回目の府内戦紙」 

   【８月 １５日（金）】 
 ユーモラスなキツネ踊りやタヌキ踊りで知られる「姫島の盆踊」が、８月14日（木）
夜に姫島村で始まりました。地区ごとの伝統踊りや創作踊りが披露され、県内外か
ら集まった人々の目を楽しませました。姫島の盆踊は鎌倉時代の念仏踊りが由来
とされ、国選択無形民俗文化財に指定されています。http://www.himeshima.jp/ 

   【８月 ２５日（月）】 
 韓国の格安航空会社（ＬＣＣ）のティーウェイ航空が、大分－ソウル線を９月２４日
から運行させる予定になりました。海外のＬＣＣが大分空港に就航するのは初めて
となります。計画では、夏ダイヤの９月２４日～１０月２５日までは週２往復（水、土曜
日運行）、１０月２６日以降は月、水、木、土曜の週４往復に増便される計画です。 

「大分空港 韓国ＬＣＣが９月就航」 

   【８月 ２７日（水）】 
 「おんせん県おおいた」をＰＲするため、県内企業有志が大分空港の保安検査
場で使う風呂桶を制作・贈呈しました。搭乗客が保安検査の際に財布や時計等を
入れる容器として利用されますが、その姿は温泉に向かう湯治客の様です。国内
外からの観光客に、「おんせん県おおいた」のユーモアを楽しんでいただけます。 

「大分空港に”風呂桶”！？」 

「国選択無形民俗文化財 姫島盆踊」 

オフィシャルサイト 
http://www.oita-yeg.gr.jp/patchin/ 
 

オフィシャルサイト 
http://www.twayairlines.jp/ 

   【８月 ２２日（金）】 
 平成２５年中に本県を訪れた外国人観光客は約３２万人ですが、その7割近い約
２１万人は韓国からの観光客です。今回、県単独では初となるソウルでのプロモー
ションを実施し、本県の魅力を県内観光関係者と共にＰＲしました。観光商談会や
レセプションには、現地旅行業関係者が１２０名以上参加するなど大変盛況でした。 

「韓国ソウルで観光プロモーション実施」 

   【８月 １３日（水）】 
 ８月１３日（水）、香港中心部の人気和食店「別府」にて、「大分フェア」を開催しまし
た。香港の飲食店経営者等４０名程を招待し、マグロ、かぼすヒラメの刺身や、椎茸
ステーキ、おおいた豊後牛のすき焼き、梨やカボスなど、大分の食をPRしました。
今後も大分県産品の取引拡大に向け、様々な取り組みを行っていきます。 

「香港にて大分フェア開催」 
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注目記事② 【８月 ５日（火）】「留学生による大分県ＣＭの制作開始！」 

 立命館アジア太平洋大学（ＡＰＵ）に在籍する留学生が、「留学
生ならではの視点・感性」を活かし、５つの各訴求対象地域（下
記）に向け、大分県の魅力をＰＲするＣＭ映像を作成しています
（県委託事業）。 
 

 参加学生５９名で検討・決定したＣＭ統一コンセプトは「Warm 
your heart, Warm your body. OITA, KYUSHU, JAPAN.」。本年
１０月末の完成を予定しており、完成した映像はDVDに収録して
海外県人会等の皆さまへ送付するほか、youtube等の動画共有
サイトやＳＮＳで広く公開する予定です。 
 

 本県の「宝」である留学生が頑張っています。ふるさと大分県の
ＰＲに、皆さま方のご協力をお願いします！ 

注目記事① 【８月 ２日（土）】「カナダ・オンタリオ大分どげえ会」 

（ＡＰＵでの打ち合わせの様子） 

【訴求対象地域】 韓国、中国、台湾、タイ、グローバル 

ＯＩＴＡ 
  ＣＭ 

「第２回オンタリオ大分どげえ会 報告」～会代表 マーナ 豊澤 英子 様より～ 
 

「2013年夏に大分県人会を立ち上げ、あっという間に1年が過ぎました。オンタ
リオは日本の約2.7倍の面積の州。人々の往来にはやはり時間がかかります。
元気な笑顔にお逢いして、絆の輪をさらに広げていきたいと思い、2014年8月
2日に第2回どげえ会を我が家で実施しました。 
 夏休みの旅行や帰国と日程が重なったご家族もあって、参加者が少ないの
ではと心配しましたが、8家族21名（大人15名、子供6名）が集まりました。新し
いメンバーは８名で、どげえ会発足後に生まれたベビー（2カ月）も加わりまし
た！皆さまに見守られながら元気に育ってくれることでしょう。大分県に興味関
心をもってくださる方々の参加もあって、笑い声に包まれた和やかな時間を過
ごすことができました。 子供たちはプールで泳いだり、庭を走り回ったり、屋内
でかくれんぼしたり、大人たちは健康課題、レスラン・バー情報、趣味など、生
活の諸々について話が弾みました。異国での仕事、結婚、子育てなどについ
て女子たちは大いに語り合い、若い人は先輩からアドバイスを得る良い機会に
もなったようです。ポットラック形式でご自慢の料理、デザートや飲み物がたくさ
ん集まり、とても美味しくいただきました。また、サーモン、ソーセージ＆コーン
のBBQも味わいました。朝夕はヒンヤリの冷夏・・・夜にはしばし焚火を楽しみ、
22時に閉会しました。 
 諸外国の大分県人会の皆さま、カナダへお越しの際にはどうぞ我が家へお立
ち寄りください。(mernagh@rogers.com) 」 

mailto:mernagh@rogers.com


注目記事⑤ 「変わりゆく大分駅前の様子を写真でお伝えします」 

 大分駅周辺や、来春オープンの県立美術館など、
大分市中心部の再開発が進んでいます。 
 大分駅周辺では、新駅ビルの建設が着々と進んで
いるほか、大分市の複合文化施設「ホルトホール大
分」に面する同駅「上野の森口」の整備が進んでいま
す。また、建設中の県立美術館では、全面を覆って
いた外部足場がなくなり、その姿を見ることができる
ようになりました。県民の皆さんの期待も高まってき
ています。 
 海外でご活躍の皆さま方には、ご帰郷の際にはぜ
ひ変わりゆく大分市中心部をご覧ください。 

中国湖北省研修員による 「私の大分☆見聞録！」 

【氏名】熊婧（ユウ・セイ） 
【所属】湖北省咸寧市人民 
     政府外事弁公室 

中国湖北省の交流の一環として来県中の研修生が、大分県で体験した事柄をご紹介します。 

 8月4日、県内の留学生13名と一緒に観光体験ツアーに出かけました。周遊バスに乗っ
て別府から長者原ビジターセンターに向かう途中、窓側から由布岳と由布院の盆地を眺
めました。雨が降っている中、周りの景色が緑に溢れており、集落が山の麓や畑の傍に点
在しているのを見て、人間は自然の営みと調和して生きているなあと心が癒されました。 
 

 お昼はガンジーファームでバイキング料理を楽しみました。野菜は新鮮で、ミニトマトは
甘く、自家製ヨーグルトはおいしかったです。レストランからの眺めもすばらしかったです。
原尻の滝に着いたとき、急に豪雨になりました。滝が轟音をたててすごい勢いで下に落ち
ていきました。留学生たちが吊り橋に立って真正面から滝を見物に行きました。最後のス
ポットは稲積水中鍾乳洞です。中に入ると、体が冷えるような涼しさが感じられました。少
し歩くと、道が分かれていてみんなで水中洞と新生洞を探検気分で往復しました。 
 

 留学生たちは観光に対して関心が高いようです。みんなで楽しい一日を過ごしました。
これから、みなさんには大分県の魅力を、SNSを通して家族や友人に紹介してもらうことに
なっており、口コミでの評判が広まることが期待されます。 （湖北省） 

大分駅ビル（建設中） 

県立美術館（建設中） 

オアシスタワーホテル２０Ｆから撮影（H26.8.28） 

昭和通り沿いにて撮影（H26.8.28） 

府内中央口（北口）を撮影（H26.8.28） 上野の森口（南口）を撮影（H26.8.28） 

県立美術館の建設風景（H26.8.28） Iichiko総合文化センター内より撮影（H26.8.28） 



       

 
 
 
 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！ 

         県の国際交流員等が、旬なＯＩＴＡ情報をお届けします。 

なつかしい我が故郷～大分ふるさと写真館～ 
【九重町／玖珠町】 

林 泰男 
（Taenam Lim）  
県国際交流員 
韓国（ソウル） 

pu101502@pref.oita.jp 

楊 鋼 
（Yang Gang） 
県国際交流員 
中国（湖北省） 

pu101501@pref.oita.jp 

 大分県の観光客数でいつも高い割合を占めるのが韓国か
らのお客様ですが、この度大分の観光をアピールするプロ
モーションが韓国の首都ソウルで行われました。大韓航空の
ソウル－大分線が運休している中での開催で心配もありまし
たが、多くの旅行業界の皆さんに参加していただき予想以上
の盛況ぶりを見せました。また来月末からは韓国のLCC
「T'way航空」が大分線に就航することが決まりましたので、よ
り多くの方々に大分の魅力を知っていただくきっかけになれ
ればと思います。 

 湯布院町湯平温泉で開催された「大ソーメン流し大会」に参加しま
した。九州最大規模のソーメン流しと聞きましたが、江戸時代に築造
された三十メートルの落差がある石畳通りには長さ三百メートルぐら
いの割った青竹タンクを架け渡して、坂道の石畳み路面にも水を流
し、数百人の参加者と一緒に涼しみながら次々に流れてくるソーメン
を箸で追ったことが楽しかったです。ソーメン流しのあとはお楽しみ
抽選会を行い、また、花合野川にアヒル人形を流すレースもあり子
供たちには大変人気がありました。定期的に開催するイベント活動
は郷土文化の保護や観光客の誘致には非常に有意義で、今後もい
ろいろなイベントに参加し、大分県の魅力を体験・発信しようと考え
ております。 

県国際交流員（英語圏）が着任しました！ 

（九重町） 
「九重森林公園スキー場」 

 

【氏名】ミリアム・スターリング 
    （Miriam Starling) 
 
【所属】大分県国際政策課 
     国際交流員（英語圏） 

８月４日（月）、英語圏の県国際交流員として新たにミリアム・スターリングさんが県国際政策課に着任しました。 

From  our  Reporters 

（九重町） 
「やまなみハイウェイ」 

 

（玖珠町） 
「慈恩の滝」 

（玖珠町） 
「万年山」 

 

【メッセージ】 
 

 みなさん、はじめまして！イギリスからまいりました、ミリアム・スターリングと申します。
「Miri（ミリ－）」と呼んでください。 
 

 短い自己紹介を書きたいと思います。私は8月から大分県庁で国際交流員として働い
ています。元々はロンドン出身で、オックスフォード大学では日本語を専攻して、2013年
に卒業しました。オックスフォードにいる間、兵庫県の西宮市で四ヶ月の留学をして、また、
2011-2012年に、文部科学省の奨学生として東京のお茶の水女子大学で一年間留学し
ました。留学の際、鹿児島県、長崎県等、九州の旅行が少しできましたが、今回大分県
へ来るのは初めてです。温泉が特に好きなので、大分県の様々な温泉に行くのが非常
に楽しみしています。 
 

 私の興味があるものは動物、ジョギング、読書と映画です。一番好きな日本人の監督は
是枝裕和です。もちろん、日本料理も大好きだし、とり天などたくさん食べてみたいと思い
ます！ 
 

 これからよろしくお願いします！ 
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