
What’s up,

（どげぇかえ、ふるさと大分！）
OITA!

世 界 で 活 躍 す る 県 人 会 員 と 留 学 生 Ｏ Ｂ 、 大 分 県
関係者の皆さま方に、大分の「今」をお伝えします。
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大分県台湾プロモーションを実施しました

大分県では、地理的に近く親日的である台湾において、観光誘客、県産品の輸出拡大に向けたプ
ロモーションを行ってきました。今年度も、１１月８日から１１日にかけて、「大分県台湾プロモーション」
を実施しました。３回目の開催となる今回は、安東副知事を団長に総勢７１名での訪問となりました。
今回の訪問では、立法院長や友好交流に関する覚書を締結している台中市長、経済団体等への表
敬訪問を行い、また日本酒や工業製品の商談会も行いました。特に今回は、今年の９月に日本産牛
肉の輸入が１６年振りに解禁となったことから、おおいた豊後牛のセールスも行いました。

立法院長表敬

大分県の夕べ 豊後牛コーナー 大分県の夕べ会場の様子

１０日夜に台中市で開催した「大分県の夕べ」には、台
湾から１３７名のお客様にご来場いただき、大分から直
送したかぼすブリやかぼすヒラメの寿司や刺身、しいた
けの天ぷらや巻き寿司、牡蠣（ひがた美人）等、大分の
味力を存分にご堪能いただきました。中でも、豊後牛ス
テーキの実演コーナーには長蛇の列ができ、約20kg用
意した肉があっという間に無くなってしまい、「もっと食べ
たかった」との声が多く寄せられました。その他、観光や
物産、参加自治体の展示ブースも設置され、大分の魅
力を余すとこなくＰＲすることができました。

今後も、台湾との交流を継続して参りますので、皆様
のご協力をよろしくお願いいたします。



駐日各国大使が大分県各地を視察されました

外務省との共催により、１０月３０日から１泊２日の日程で、駐日各国大使の地方視察を行いました。
この視察は、１９８８年（昭和６３年）以来、駐日各国大使に対し、日本の地方の自然・産業・文化の

魅力を発信すると同時に、我が国の自然や伝統文化についての理解と親近感を高めることを目的と
して行われていて、大分県での開催は３回目となります。

参加国は、アルメニア、パラオ、ケニア、ガーナ、タジキスタン、インド、エチオピア、フィンランド、イ
ンドネシア、ボツワナ、スロバキア、リビア、ナイジェリア、タイ、トーゴの１５か国で、大使夫妻８組１６名、
大使７名の合計２３名でした。

視察先は、１日目が、宇佐神宮、由布院温泉、
八丁原発電所でした。夜には大分県知事主催の
歓迎レセプションを行い、大分県の一級品グルメ
でおもてなしをしました。

２日目は、別府温泉、日田梨農園・選果場、日
田温泉の屋形船体験、いいちこ日田蒸留所での
試飲体験を行い、太陽の家では障がい者スポー
ツについての意見交換、APUでは留学生等との
ディスカッションを実施しました。

特に梨農園では、最高に恵まれた天気の中で、
各国大使が県のブランド戦略品目である梨狩りを
楽しまれ、「甘くてジューシーで美味しい」と大変喜
ばれていました。

大分県としては、２０１８年の世界温泉地サミット、
国民文化祭・全国障害者芸術・文化祭おおいた
大会、２０１９年のラグビーワールドカップといった
国際行事等が今後予定されていることから、こう
いった視察などを通じて、温泉を始めとする自然
や歴史文化、食などの大分の魅力をより一層各国
にアピールしようと考えています。



香港大分フェア２０１７ 開催中！

チェコ大使が知事を表敬訪問しました

１１月２日から１２月１４日にかけて、香港の和食レストランチェーン「九州地獄拉麺専門店 別府」で、

「大分県フェア２０１７」が開催されています。

同社では、毎年大分県とコラボしたフェアを開催していますが、今年は再来年に迫ったラグビーワー

ルドカップをイメージしたフェアとなっています。とり天やかぼすブリのお寿司などおなじみのものから、

ラグビーボールをイメージしたとりめしがトッピングされた「ロブスターだんご汁」など、オリジナルメ

ニューも用意されています。香港にいながら大分の味を楽しむ絶好の機会です。レストランは香港に６

店舗ありますので、お近くの店舗にぜひお立ち寄りください！

１１月２３日、トマーシュ・デュプ駐日チェコ共和国大使が
広瀬知事を表敬訪問しました。大使の大分県への来県は
２０１５年以来、２年ぶり２回目です。会談の中でデュプ大使
は「今年はチェコと日本が国交を回復して６０周年の記念
すべき年。このようなタイミングで、大分県を訪問できで嬉
しく思う」と話されました。知事からは、「ようこそ大分にお
いでいただきました。貴国とは、オリンピックのキャンプ誘
致や世界温泉地サミット等、いろいろと連携していきたいと
考えているので、今後ともご支援をお願いしたい」と歓迎の
あいさつがありました。

表敬訪問に先立ち、デュプ大使はホルトホールで開催さ
れた「チェコ・フィルハーモニー八重奏団 大分公演」を鑑
賞された他、表敬の後には大分チェコ友好協会主催の
「チェコを語る夕べ」にも参加されました。チェコと大分の
関係がさらに深いものになりました。

←店舗の様子

ロブスター

だんご汁 →



写真

新たに２名を「めじろん海外特派員」に任命しました

Michael Carrascoさん(米国)

戴 立君さん（中国）

旧蒲江町で外国語指導助手（ＡＬＴ）をしていたマイケル・カラスコさんと、中国湖北
省からの研修員の戴 立君（だい りっくん）さんが「めじろん海外特派員」に任命され
ました。帰国してからも、引き続きよろしくお願いします！

マイケルさんは、平成７年から８年にかけて、ＡＬＴとして
旧蒲江町に配置され、この度、自治体国際化協会が主催
する「ＪＥＴふるさとビジョンプロジェクト」の一環で大分県
に里帰りをされました。県内の竹工芸の文化をアメリカで
紹介するため、由布市の竹聲館、大分県立美術館、竹細
工伝統産業会館等を訪れ、各地で情報収集をされました。
今後、アメリカの大学で、大分の竹工芸や大分県の魅力

を発信してくださることを期待しています。

戴さんには、大分県での研修中、What’s up, OITA!で
レポートを担当してもらいましたので、最後にメッセージを
いただきました！

戴さんは、滋賀県で日本語の研修を受けた後、約４ヶ月
にわたり、大分県庁、大分市役所、ツーリズムおおいたに
て観光をテーマとして研修を受けられました。
職場の外でも、津久見扇子踊りをはじめとし、県内で

様々な体験をされたそうです。県内で学んだことを活かし、
湖北省孝感市で活躍されることをお祈りしています。

お別れに際し、大分県の皆様にお話ししたいことが山ほどあります。
日本での半年間の研修中、様々な方と出会って、いろいろなことを体験しました。素

晴らしい日本文化や県内各地のグルメを満喫させていただきました。最後の一か月に、
ずっと見たかった大分の紅葉を見に行ったり、素晴らしい歌舞伎を鑑賞したり、竹宵祭
に参加したりしました。
また、二日市副知事からいろいろと励ましのお言葉をいただき、そして県の「めじろん

海外特派員」に任命され、この上ない光栄です。帰国後、私は大分県と湖北省の交流
の掛け橋として努力し続けたいと思います。最後になりますが、長い間お世話になった
方々にもう一度感謝の意を表したいと存じます。これからは皆様から頂いた力で日々
仕事に精進し、大分県または孝感市での再会を期待しています！



県 内 の 出 来 事 （ 1 1 月 ）
Pick Up! 大分の「今」

【11月１５日（水）】インフルエンザ 流行期に

※国際政策課にて新聞等を元に作成

【11月２４日（金）】ＡＰＵ次期学長 決定

【11月２５日（土）】スケートリンク オープン

ラグビーＷ杯 試合開催日程決定！

【予選プール】
2019年10月2日 (水曜日) 19時15分 プールＢ ニュージーランド 対 敗者復活予選優勝チｰム
2019年10月5日 (土曜日) 14時15分 プールD オーストラリア 対 アメリカ地区2位
2019年10月9日 (水曜日) 18時45分 プールD ウェールズ 対 フィジー

【決勝トーナメント】
2019年10月19日 (土曜日) 16時15分 準々決勝 プール C １位 対 プール D ２位
2019年10月20日 (日曜日) 16時15分 準々決勝 プール D １位 対 プール C ２位

１１月２日に、ラグビーワールドカップ２０１９日本大会の試合日程が決定しました。大分では世界ランキング１位
のニュージーランド、３位のオーストラリア、７位のウェールズ、９位のフィジーによるプール戦３試合と準々決勝２試
合の計５試合が開催されます。

インフルエンザが流行期に入ったと１５日に県が発表しました。昨シーズンより２週間早く、２０１０年以降では
最も早く流行期に入りました。流行のピークは、来年１月中旬～２月中旬になる見通しです。

立命館アジア太平洋大学は２４日、４代目となる次期学長に出口治明氏が就任すると発表しました。出口氏
はインターネット専業の「ライフネット生命保険」の創業者で、ベストセラーの著書もあり、知識人としても著名な
方です。公募による学長選考は全国的にも珍しく、今回初めて導入されました。就任は来年１月１日付で、任期
は３年間です。

別府市の城島高原パークと中津市のコアやまくにで２５日、スケートリンクがオープンしました。家族連れなど、
多くの人が訪れ、冬ならではのレジャーを楽しんでいました。

【11月３０日（木）】日本芸術院新会員に県出身者
日本芸術院は30日、世界的建築家の磯崎新氏（大分市出身）ら８名が新会員に内定したと発表しました。先

鋭的な建築設計で、ポストモダン建築をけん引した磯崎氏の功績が評価されたものです。大分県出身者では、
２０１５年に選ばれた洋画家の佐藤哲氏につづき８人目です。

１１月10日には、英国ロンドンでラグビーワールドカップ日本大会に向けたＰＲイベントがあり、大分県からも企
画振興部長をはじめとして職員が参加し、温泉を中心とする観光資源や魅力を県内での試合開催国に向けて
直接アピールしました。



県の国際交流員等が、旬なＯＩＴＡ情報をお届けします。

金 眞雅
（Kim Jina）

県国際交流員
韓国

pu101502@pref.oita.jp

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／お問い合わせ先】 国際政策課 担当：小野
【Mail】 a10140@pref.oita.lg.jp

話題提供のお願い！

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

From  our  Reporters

（国際政策課長 徳野 満）

～編集後記～

シェリダン・ミキシック
(Sheridan McKisick）

県国際交流員
米国

pu1014001@pref.oita.jp

張 鵬
（Zhang Peng）
県国際交流員

中国
Pu10１４００６@pref.oita.jp

大分市の佐藤市長からの挨拶を聴いた後で、スペシャル
ゲストからのパフォーマンスがありました。今年のスペシャル
ゲストはクリスタルケイでした。昔からクリスタルケイが好き
だったし、彼女の音楽は日本語の勉強を始めた理由の一つ
でした。大分市でクリスタルケイのライブを無料で見られる
機会は珍しいと思うので、私が大分市にいる間にクリスタル
ケイが来たのは信じられませんでした。「恋におちたら」・
「Boyfriend -part II-」・「何度でも」という三つの曲を歌いま
した。声がすごくきれいだと思います。パフォーマンスの後、
輝いているイルミネーションを見に行きました。

１年で最も素晴らしい時間が今年もやってきました！１１月１７日金曜日に、大分市の町中は輝い
ているイルミネーションであふれました。特別なイルミネーション点灯式が開催されました。

秋晴れのお出かけ日和が続くこのごろ、県内には秋イベント真っ最中です。11月には大分三大
竹灯りが週末ごとに開催されます。去年はその一つである竹田市の「竹楽」に行って来ましたの
で、今年は日田市の「千年あかり」に行きました。

今年の夏、豪雨で鉄橋が流されるなどの大きな災害
を受けた日田市ですが、この日は「天領まつり」も開催
され、多くの観光客で賑わい、町はすでにお祭り気分
に包まれていました。私も屋台で日田やきそばを食べ
たり、餅巻きでお餅を取ったりするなど、祭りを満喫しま
した。徐々に日が暮れると竹灯籠に火が灯され、花月
川に広がる竹灯籠は幻想的でとてもきれいでした。ま
た、温かみのある光を眺めていると心も癒されました。
来年は臼杵市の「うすき竹宵」に行って、大分三大竹
灯りを制覇したいです。

１１月に入ると秋晴れが続き、小春日和に誘われ、大分の里山へ探検に行ってまいりました。１１月１
１日に豊後大野市へ「第３５回用作観光もみじ祭り」を見学することをきっかけに、県内のもみじ狩り名
所を巡りました。

最初に訪れたのは「日本一の大吊橋」を誇る九重“夢”大吊
橋でした。標高７７７メートル、ワイヤーロープで固定されている
吊橋に歩いてみると、九重連山の美しき壮大な風景が一望で
きました。お昼は「天狗」の伝説がある紅葉狩り名所の「桂茶
屋」で地鶏そばを満喫し、午後に日本名水百選の有名な水源
地である「男池」にも訪れました。原生林に囲まれた神秘な場
所に潜り、目に映るのは彩の秋の景色と透明度の高い湧水の
池に癒されました。

夜には里山から太鼓と笛の音が聞こえてきて、近くに覗いて
みると、公園の池の上に木造の舞台が設けられ、その上に神
楽役者たちが必死にリズムに合わせて踊ったりしていました。
ライトアップした紅葉の木々はまるで鏡に映るように逆さに池
に投影し、言葉にはならない美しさに感動しました。

１１月２日に、ラグビーワールドカップ２０１９日本大会の試合日
程が決定しました。２０１９年の１０月には大分で決勝トーナメン
トの２試合を含め５試合が開催されることとなり、海外からも注
目を集めています。これから開催準備が本格化しますが、海
外からたくさんの方が試合を観に来ていただき、県内各地をま
わっていただけるよう県をあげてＰＲしていく予定です。また、
大分で試合が開催される国・地域の文化・食などの紹介につ
いても関係機関と連携して行っていきたいと思います。


