
What’s 
up, OITA!

（どげぇかえ、ふるさと大分！）

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。
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【ご挨拶】

大分県知事の広瀬です。海外県人会の皆さんをはじめ、留学生OBなど本
県縁の方々が世界各地でご活躍されていることを大変頼もしく感じています。

私は知事就任（２００３年）以来、県民中心の県政を基本に据え、安心・活
力・発展の大分県づくりをめざし、皆さんのふるさと・大分でご家族、ご友人が
安心して暮らし、いきいきと働き、そして次代を担う子どもたちが未来に夢や
希望を託せる県づくりの実現に邁進しています。

昨年、大分県は梅雨豪雨により中津市や日田市、竹田市、玖珠町を中心
に、過去に例のないような大きな被害を受け、皆さんにも大変ご心配をおか
けしましたが、災害からの復旧復興は、いの一番の課題として全力で取り組
んでいます。間もなく迎える今年の梅雨時期までに河川の復旧を終えるなど、
復興は順調に進んでいます。

大分県知事 広瀬 勝貞

５月特集号５月特集号

Governor of Oita Prefecture, Japan

Katsusada HIROSE

【 知 事 室 ホ ー ム ペ ー ジ 】
http://www.pref.oita.jp/site/chiji/

さて、大分には誇れるものがいくつかありますが、そのうち３つを紹介します。まずは別府・由布院を
はじめとする温泉です。これに豊かな天然自然、そこで育まれる美味しい食を合わせ、今、「日本一の
おんせん県おおいた♨味力も満載」として売り出しています。

２つ目は、キヤノン、ダイハツをはじめ世界を舞台に活動する企業などが立地し、多彩な産業集積が
図られていることです。県経済の活性化に効果の高い企業誘致には特に力を入れて取り組んでおり、
２００３年度以降の誘致件数は２１２件、約１万５千人の新規雇用、約７千億円の設備投資に結びついて
います。

３つ目は毎年数多くの留学生を受け入れていることです。８４カ国・地域、約３,６００人、人口当たりの
大学・高専の留学生数は日本一です。大分で学んだ留学生は世界各地で活躍しており、留学生は正
に本県の宝です。

グローバル化が進む中、大分の持ち味を生かしながら、海外からも多くの観光客に訪れていただき、
またアジアを中心に世界に向けて大分の産品を売り込んでいきたいと考えています。海外でご活躍の
皆さんのサポートが大きな力です。今後とも「WHAT’S UP ,OITA!」を通じてホットな情報を提供するな
ど、皆さんとの絆を大事にしたいと思っています。ふるさと・大分のためにお力添えをよろしくお願いしま
す。皆さんの今後益々のご健勝、ご活躍を祈念します。

（県政ふれあいトークの様子：2012.6.13） （「日本一のおんせん県おおいた」公式マーク・ロゴタイプ）（中国湖北省公式訪問 王国生省長との会談：2011.10.19）

http://www.pref.oita.jp/site/chiji/


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）
〒８７０－８５０１ 大分市大手町３－１－１
【TEL】+81-97-506-204７（直通）
【FAX】+81-97-506-1723
【Mail】 a10140@pref.oita.lg.jp

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

------------------------------

・ＬＣＣジェットスター大分就航 初の成田線
[2013年4月1日]

http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_136477617458.html

・１００年の航海見てさんふらわあ歴史館
[2013年4月7日]

http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_136529753989.html

・壮麗な舞に大声援 御嶽流神楽大会
[2013年4月8日]

http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_136538178862.html

・企業誘致２百件超 広瀬県政
[2013年4月10日]

http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_13655541402.html

・大分の竹工芸、米で売り出せ
[2013年4月11日]

http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_13656422616.html

・シンボルマーク決定 県立美術館
[2013年4月12日]

http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_136572701729.html

・目指せ世界農業遺産 国東半島の「七島イ」

[2013年4月13日]
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_136581262313.html

・全国一番乗り ハウスミカンの初競り
[2013年4月15日]

http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_136600435702.html

・ＭＩＣＥ誘致に力 県、費用など助成
[2013年4月18日]

http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_136624526029.html

・１５年夏は大分 ＪＲの観光キャンペーン
[2013年4月19日]

http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_136633212516.html

・米で最高賞受賞いいちこ・フラスコボトル
[2013年4月19日]

http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_136633234208.html

・大分駅ビル３０日着工駐車場２千台超確保

[2013年4月23日]
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_136667722926.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。

大分県の海外関連事業について

企画振興部
観光・地域局長

森竹 嗣夫
（Tsugio MORITAKE）

【県観光ＨＰ（英語）】
http://www.pref.oita.jp/site/tourism/

【ツーリズムおおいたＨＰ】
（英・韓・中簡・中繁）
http://www.visit-oita.jp/

【連絡先】
観光・地域振興課
a10820@pref.oita.lg.jp

観光・地域局の森竹と申します。本県で
は、昨年８月に「大分県ツーリズム戦略」を

策定し、「日本一のおんせん県おおいた♨
味力も満載」のキャッチフレーズのもと、国
内はもとより国外に向けて観光地としての
本県のすばらしさをアピールしています。

本県の魅力と言えば、何と言っても湧出
量・源泉数ともに日本一を誇る温泉です。
加えて、豊かな天然自然とそこで育まれる
海の幸・山の幸など恵まれた食材、訪れた
人をもてなすホスピタリティにもあふれてい
ることを、世界に向けて情報発信し、多くの
皆様にお越しいただきたいと思っています。

海外でご活躍の皆様にも、ご来県いただ
き、豊富な温泉にひたり、おいしい食を味
わいながら、ゆったりとした時間を過ごして
いただきたいと思います。そして、皆様のお
知り合いの方々にも、ぜひ本県のすばらし
さをお伝えいただければ幸いです。

県 内 ニ ュ ー ス （ ４ 月 ）

世界に拡がる ＯＩＴＡネットワーク
元大分県研修生（ブラジル／１９９８年）から、本誌へメッセージが寄せられました！

話題提供のお願い！

～「私の愛する大分県」～
私はフェルナンド（Fernando Stringari Piassi）と申します。

１９９８年の９ヶ月間を大分県内で過ごし、この素晴らしい街と
人々が大好きになりました。

現在はブラジルに住んでいますが、日本での、とりわけ大
分での日々を忘れたことはありません。私にとって、母国ブラ
ジル以外で最も好きな都市が大分です。街並みはとても美し
く、人々は素直で教養があったことから、すぐにたくさんの友
人を作ることができました。大分の友人の皆さまに、ブラジル
から私の愛を送るとともに、日々の平穏を祈っています。

私のメールアドレスは記載（右下）のとおりです。フェイスブッ
クもしていますので、私をご存じの大分の友人・知人の皆さま
からの連絡をお待ちしています。
またいつの日か、必ず大分に戻りたいと思っています！

（原文英語：国際政策課にて翻訳）

●台湾台北市にて、大分県観光と物産紹介ブースを出展します。
5月17日～19日の期間中、台北駅1階コンコースで開催される「日本の観光・物産博２０１３」

に大分県ブースを出展します。ブース内では大分県の観光や物産を展示しています。現地
の大分県関係者の皆さまもお立寄りいただければ幸いです。（商業・サービス業振興課）

●次の国・地域の大分県人会のご連絡先を探しています。
「マレーシア」、「フィリピン」、「中国北京市」の大分県人会と連絡が取れない状況です。当

該県人会の連絡先をご存じの方がおられましたら、担当までご連絡いただけると幸いです。
（国際政策課：担当 猿渡 saruwatari-takato@pref.oita.lg.jp ）

nformation（県からのお知らせ）

（1998年 県庁付近でのスナップ）

oita1998@hotmail.com
Fernando Stringari Piassi
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From  our  Reporters

なつかしい我が故郷 【大分ふるさと写真館 ～佐伯市／臼杵市～】

県の国際交流員が、旬なＯＩＴＡ情報をお届けします。

林 泰男
（Taenam Lim）
国際交流員（CIR）

大韓民国
ソウル特別市

pu101502@pref.oita.jp

ニコール・フリン
（ Nicole Flynn）
国際交流員（CIR）
オーストラリア連邦
クイーンズランド州

pu101503@pref.oita.jp

趙 敏
（Zhao Min）

国際交流員（CIR）
中華人民共和国
湖北省荊州市

pu101501@pref.oita.jp

大分県の有名な観光地といえば、別府市の地獄めぐ
りは皆様ご存じだと思いますが、鉄輪にある「地獄蒸し
工房鉄輪」はいかがでしょうか？地獄蒸し工房では、好
きな食材を選び、スタッフの指導で、温泉の蒸気で蒸し
たものを食べることができます。

先日、オーストラリアから日本に遊びに来た友達と一
緒に行ってみました。工房に入ったらまずは好きな食材
を選びます。スタッフが食材を用意していただいてから、
外の蒸気口を使って食材を蒸します。私たちはさつま芋、
きのこ、コーン、などの野菜と、かに、えびなどの魚介を
食べましたが、結局一番美味しかったのが卵でした。ま
るで温泉卵でした！皆様も行ってみませんか？

最近、竹田市の方々と一緒に中国料理を作りました。
私はもともと料理が上手ではありませんが、料理教室で
日本人の方々と一緒にやるのはきっと面白いだろうなあ
と思ったので喜んで引き受けました。

２時間という短い時間ではありましたが、皆さんと中国
の水餃子を作りました。うまくできないところもありました
が、賑やかで楽しかったです。優しくて楽しい竹田の
方々のことがずっと頭に残っています。

竹田市はとてもきれいな所で、「荒城の月」というお菓
子もとてもおいしかったです。機会があれば、また竹田
に行きたいなと思っています。

最近日本の空で増えてきているのがLCC(Low Cost 
Carrier, 格安航空)の旅客機ですが、そのLCCがこのた
び大分にも来ることになりました。

日本航空が出資しているLCC「ジェットスタージャパン」
が3月31日から大分⇔成田間の運行を開始しました。
一日2便が運航し、最安運賃は片道5,490円～。

ジェットスターは拠点空港である成田から札幌や沖縄
のほか、国際線としてオーストラリアやニュージーランド
にも運航していて、乗り継ぐことで大分からこれらの地域
により安く行けるようになりました。海外在住の皆様も成
田経由で大分にいらっしゃる際には一度ご検討されて
はいかがでしょうか?

（佐伯市 宇目）
奇祭！木浦すみつけ祭り

（佐伯市 上浦）
豊後二見ヶ浦の夫婦岩

（臼杵市）
幻想的な雰囲気のうすき竹宵

（臼杵市 深田）
国宝臼杵石仏火まつり

（ 就航式典では「おんせん県」らしく「風呂桶開き」が
行われました）

（温泉の蒸気で蒸すことで、食材本来の旨みを味わう
ことができました！）

（中国料理づくりを通じ、楽しく文化交流ができました）
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