
県人会の活動（懇親会等）や留学生ＯＢの近
況など、世界中の大分県人に紹介したい話題を、
下記宛先へお寄せください！（様式は任意です）

【お問い合わせ／記事提供先】
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】+81-97-506-2044（直通）
【FAX】+81-97-506-1723
【Mail】 a10140@pref.oita.lg.jp

【ご挨拶】 大分県企画振興部国際政策課 課長 飯田 聡一

国際政策課長の飯田（いいだ）と申します。世界各地でご活躍
しておられます大分県人会と留学生ＯＢの皆様には、日頃から
県の海外施策にご理解とご協力をいただき誠にありがとうござ
います。この度、情報誌「What’s up, OITA!」を創刊いたしまし
た。大分の旬な情報を毎月お届けいたしますので、ぜひご覧い
ただき、皆さまの故郷を思い出していただければ幸いです。

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

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

・日田産の梅使った飲料を機内で販売
[2013年2月1日]

http://www.oi ta-press.co.jp/localNews/2013_135969712674.html

・歌姫に負けぬ！？存在感 めじろん大分ＰＲ

[2013年2月2日]
http://www.oi ta-press.co.jp/localNews/2013_135978318755.html

・９日に開幕「国東半島アートプロジェクト」
[2013年2月7日]

http://www.oi ta-press.co.jp/localNews/2013_136019815603.html

・日田材売り込め 木材への注目高まる韓国

[2013年2月8日]
http://www.oi ta-press.co.jp/localNews/2013_136028404395.html

・国宝修復、職人の技 宇佐神宮本殿
[2013年2月11日]

http://www.oi ta-press.co.jp/localNews/2013_136054776748.html

・キリシタンと関係深い６市町が協定
[2013年2月13日]

http://www.oi ta-press.co.jp/localNews/2013_136073450403.html

・ＮＹで県人会が団子汁パーティー
[2013年2月15日]

http://www.oi ta-press.co.jp/localNews/2013_136090730025.html

・県境越え歓喜の輪 東九州道
[2013年2月16日]

http://www.oi ta-press.co.jp/localNews/2013_136099541903.html

・岩戸寺、天念寺で「修正鬼会」
[2013年2月17日]

http://www.oi ta-press.co.jp/localNews/2013_136106726449.html

・ 「つや姫」太鼓判 米の食味ランキング
[2013年2月23日]

http://www.oi ta-press.co.jp/localNews/2013_136158208594.html

What’s 
up, OITA!
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

和田 隆志
（Takashi Wada）

国際政策課国際交流班
主幹（総括）

「お気軽にご連絡ください」
wada-takashi@pref.oita.lg.jp

国際政策課の和田と申します。海外県人会や留学生
ＯＢ等、在外の大分県関係者の皆様方には、日頃から
何かとお世話になり、深く感謝いたしております。

県では、海外県人会や留学生ＯＢの皆様との絆をか
けがえのないものと考え、県政情報誌「新時代おおい
た」を定期的にお届けしたり、留学生ＯＢとの関係づくり
に取り組んでいます。この絆をさらに強く深いものにし、
皆様方との顔の見える関係を築きたいと願っています。

昨年は、ブラジル大分県人会創立６０周年にあたり、
記念行事に副知事と県議会議長と共に参加させてい
ただきました。県人会の皆様の、ふるさと大分を想う気
持ちに心から感動したところでございます。

今後のネットワークづくりに向けて、皆様方の温かなご
理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

●３月３１日、大分－成田線にジェットスター・ジャパンが新規就航します。
ＬＣＣならではのお手頃価格で帰県できるようになります（交通政策課）

●上海大分県人会懇親会（３月１３日）に職員が参加し、県内１８市町村
からお預かりした話題やメッセージを伝達する予定です（国際政策課）

（どげぇかえ、ふるさと大分！）

世界で活躍する県人会と留学生ＯＢの皆様に、
大分の「今」をお伝えします。

《Vol.1 》 創刊号（2013.3.1発行）》

県 内 ニ ュ ー ス （ ２ 月 ）

世界に拡がる ＯＩＴＡネットワーク
「めじろん海外特派員」の皆さん

県内大学の留学生及び外国語指導助手（ＡＬＴ）、国際交流員（ＣＩＲ）のうち、帰
国後も本県と出身国・地域との架け橋となる方を、「めじろん海外特派員」として知事
が任命いたしました。

出身国・地域へ帰国後、現地での県観光・物産ＰＲや県人会との交流など、県の
応援団として海外事業にご協力いただいています。大分県との絆をとても大切にさ
れる方々ですので、お住まいの国・地域にて交流いただければ幸いです。めじろん
海外特派員の皆さんへ連絡を希望される場合は、県国際政策課へご一報ください。

クリス・アリソン氏
米国出身

元ＡＬＴ
中国北京市在住

（教育関係）

周 舟 氏
中国出身

大分大卒（2012春）
湖北省武漢市在住

（金融関係）

姜 楠 氏
中国出身

別府大卒（2012春）
上海市在住

（飲食関係）

李恩洙 氏
韓国出身

ＮＢＵ卒（2012春）
ソウル市在住

（教育関係）

HO Manh Tung 氏
ベトナム出身

ＡＰＵ卒（2012秋）
ハノイ市在住

（自営業）

喬運峰 氏
中国出身

元ＣＩＲ
上海市在住

（公務員）

※「めじろん」とは、大分県の応援団”鳥”として愛される、メジロをモチーフにしたマスコットキャラクターです

nformation（県からのお知らせ）

話題提供のお願い！
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From  our  Reporters

【ふるさと写真館 ～大分市・別府市 編～】

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

初めまして。私はオーストラリアから参りましたニ
コール・フリンです。県庁の国際交流員として2年働
いています。日本の書道と華道などの伝統文化に興
味があり、好きな日本料理はそばとお寿司です。物
作りが大好きで、趣味はベーキングと編み物です。

大分に来てから、プライベート又は仕事の関係で県
内あちこち旅をしていますが、一番気に入ったのは
湯布院だと思います。素敵なカフェとお店もあるし、
自然も非常にきれいです。

これからも、大分をもっと見て回りたいと思います。
よろしくお願いします。

はじめまして、中国の湖北省から参りました趙
敏（チョウ ミン）と申します。大分に来ることが
できまして、とても嬉しく思っています。毎日とて
も楽しく過ごしています（*^_^*）

日本一のぬくもりの温泉、奇麗な海、緑溢れる
山々など、大分はとても奇麗な所だと思います。
休みの日は、いつものんびりと大分の豊かな食
や自然を満喫しています。

現在、大分県は湖北省との交流を進めていま
すので、両地域の友好交流のため一生懸命が
んばります。

大分駅前に鎮座
「大友宗麟公像」

現在1,253頭のサルが生息
「高崎山自然動物園」

国の重要文化的景観に指定された
「別府の湯けむり」

別府駅の新しいシンボル
「油屋熊八像」

皆さんはじめまして。国際交流員の林 泰男(イム テ
ナム)と申します。韓国の首都であるソウルの生まれ
で、2010年度から国際政策課で勤務しております。

大分県は別府や由布院などといった有名な観光地
を有しており、これらは韓国にも広く知られていて毎
年沢山の韓国人観光客が大分を訪れています。こう
して大分に来た韓国の皆さんにより大分のことを知っ
ていただけるよう、また大分の皆さんにもより韓国のこ
とを理解してくださるよう日々頑張っております。

至らないところもあるかと思いますが、これからも皆
様のご意見やご指導のほどよろしくお願いいたします。

（お気に入りの湯布院 金鱗湖にて）

（来日中の愛娘と、大分市の水族館「うみたまご」にて）

（別府市の小学生と韓国の小学生との交流）
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