
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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ラグビーワールドカップ2019™日本大会チケット販売中！

9月20日に開幕するラグビーワールドカップ2019™日本大会、
大分では３連覇を狙うニュージーランド、前回準優勝のオースト
ラリア、ヨーロッパ最強を決めるシックスネーションズで優勝した
ウェールズ戦を含むプール戦３試合と準々決勝２試合の計５試
合が行われます。
現在、チケット販売中です。チケットは公式チケットサイト

（tickets.rugbyworldcup.com）からのみの購入となります。一
生に一度の感動をぜひ、ふるさと大分のスタジアムでお楽しみ
ください。

＊ラグビーワールドカップ2019™日本大会大分開催 試合日程＊
10月 2日（水）19：15 ニュージーランド ｖ カナダ
10月 5日（土）14：15 オーストラリア ｖ ウルグアイ
10月 9日（水）18：45 ウェールズ ｖ フィジー
10月19日（土）16：15 準々決勝１：プールC１位 ｖ プールD２位
10月20日（日）16：15 準々決勝３：プールD１位 ｖ プールC２位

公式アプリ『O！TA（おおいた）』
大分のラグビーやイベント・観光、グルメ情報等を簡単に入手
できる公式アプリ『O!TA（おおいた）』をリリースしました。ぜひ、
ダウンロードしてご活用ください。

また、大分市の街なかに巨大寝ころび招き猫『福猫ふくにゃん』が登
場しました。昨年大分県で開催された「国民文化祭、全国障害者芸
術・文化祭」で大人気だった全長10.4mの『福猫ふくにゃん』は、今回、
豊後大野市から期間限定で出張中！
“TRY（トライ）”と描かれたクラップバナーを掲げて、大分のラグビー
を応援しています。
きっと、国内外からたくさんの観光客を招き入れてくれることでしょう。

巨大寝ころび招き猫『福猫ふくにゃん』

試合を行う大分スポーツ公園総合競技場



めじろん海外サポーターレポート 「コロンビアの旅」

駐日ルーマニア大使 知事表敬

知事から小鹿田焼き水差しを贈呈

５月１３日に、タティアナ・ヨシペル駐
日ルーマニア大使が来県し、知事
を表敬されました。

日本の自治体と参加国がオリンピッ
クを契機に交流を深めていくことを目
的とした「ホストタウン」制度があり、大
分県はルーマニアのホストタウンに
なっています。

タティアナ大使からは、この制度を
通じて本県との交流が深まる事を期
待しているとのお言葉がありました。

みなさん、こんにちは！

私の名前はシャンテル・ディカーソン（Shantel 
Dickerson）です。めじろん海外サポーターとして、
めじろんの愉快なコロンビアの旅物語を、皆さん
にお伝えしたいと思います！

メデジンでは、豆、たまご、豚肉、ライス、クラッカー、チーズのアレパ（トル
ティーヤの一種類）というコロンビアの典型的な朝食Calentaoを食べました。
搾りたてのオレンジジュースも楽しめました。

５月５日、めじろんはコロンビアのメデジンに向かいました。長く疲れる旅
でしたが、Laurelesの近所にあるバックパッカーズ・インに到着した時は、
気分もよくなっていました。

シャンテルさんは、2016年7月～2018年7月まで別府翔青高校でALT（外国語指導
助手）として勤務し、帰国の際にめじろん海外サポーターに任命されました。



紛争の変革といいますと、メデジンは南米で最も優れた公共交通システムも
有名です。そこで、めじろんはMetrocableに乗り、山の高いところまで行くこと
にしました。

めじろんは、「Parque Arvi」（自然公園）に行ってきました。都市への旅も素
敵ですが、大自然に親しみ、公園でハイキングすることができてうれしかった
です。

けれど、めじろんにはコロンビアへ来る主な理由は、スペイン語を勉強することで
した！地元の鳥たちと話し合いたかったからです。

だから、「Eco Language Colombia」という学校に入りました。サン・ラファエルとい
う町に位置し、メデジンからは２時間ほど離れています。

この学校の特別なところは、午前中３時間のスペイン語のレッスンと、午後
に行う冒険と活動を組み合わせていることです。めじろんは、いくつもの川を
見ました！

美しい夕焼けも。

時々、インストラクターにサン・ラファエルの近くの小さな町へ連れ
て行ってもらいました。先週末には、グアタペまで行ってきました。
グアタペは、とてもカラフルなことで有名です！

コロンビアのために電気を作ってくれる大きな湖もあります。

グアタペの旅の最後、お腹がペコペコになりました！ということで、
サン・ラファエルに帰る前に、とても大きなシナモンロールを食べまし
た。

これからもめじろんのコロンビアでの冒険をお楽しみに！

メデジンの歴史についてもっと知りたかっためじろんは、かつて世界で二番目
に危険な地区といわれたComuna 13を散策しました。現在のComuna 13は、世
界で最も革新的な都市の一つとして名を馳せ、街には当地の紛争の変革を象
徴する落書きを見つけることができます。



市町村からのお知らせ【竹田市】

【竹田市商工観光課】

竹田市が誇る岡城跡が令和元年5月3日、NHKで放送された『あなたも絶対行きたくな
る！日本「最強の城」スペシャル「第3弾」』で、その石垣の美しさや歴史的背景などが評
価され最強の城に選ばれました。昨年は世界最大級の口コミ旅行情報サイトである「ト
リップアドバイザー」の「旅好きが選ぶ！日本の城ランキング2018」で総合第５位、城跡
では１位に選出され、多くの方に注目されている話題のスポットです。

また、作曲家の瀧廉太郎は少年時代に竹田市の城下町に住んでおり、岡城跡にもよく遊
びに行っていたと言われています。名曲「荒城の月」のモチーフとなったと言われている
のもここ岡城跡です。

岡城跡からはくじゅう連山や祖母山系などを見渡すことができ、桜や紅葉の季節はもち
ろんのこと、これからの新緑の季節にもぴったりの城跡です。皆様のお越しを心よりお待
ちしております。

難攻不落！断崖絶壁！ 国指定史跡 岡城跡難攻不落！断崖絶壁！ 国指定史跡 岡城跡

場 所：大分県竹田市大字竹田2761（岡城料金徴収所）
駐車場：約120台
料 金：高校生以上300円（団体20名様以上200円）

小・中学生150円（団体20名様以上100円）
入城時間：入城手続きは9～17時まで
お問合せ：岡城料金徴収所 ℡ 0974-63-1541

道の駅 竹田道の駅 竹田

道の駅竹田は、国道442号沿いにあり、採れたて野
菜を使ったメニューが好評のレストランと地元特産
品や農産加工品が揃った直売所が併設されています。
１月から５月まではいちご狩りも楽しめます。久住
高原へドライブに訪れた方から地元の方まで多くの
方に親しまれる道の駅です。

場 所：大分県竹田市大字米納663番地1
駐車場：普通車84台 大型車４台
営業時間：8：30～17：30 休業日：年末年始
お問合せ：道の駅竹田（（一社）農村商社わかば）
℡0974-66-3553



県 内 の 出 来 事 （ 5 月 ）

Pick Up! 大分の「今」

※国際政策課にて新聞等を元に作成

【5月10日（金）】 赤ちゃんサル 命名「レイワ」

【5月18日（日）】 別府アルゲリッチ音楽祭メイン公演開催

【5月7日（火）】 10連休 県内も旅行客で賑わう

初の10連休となったゴールデンウィーク期間中（4月27日～5月6日）の観光動向の調査結果が公表されま
した。前年の同時期と比べ観光客数が大幅に増加し、県内の主な観光施設の入場者数が約4割増え、総
数は約70万人と37・8％の増。公共交通機関の利用も伸び、特にフェリーによる県内上陸者数は約8万3千
人で65％増で、空の便も11・5％増となりました。

高崎山自然動物園は、令和になって初めて生まれた赤ちゃんザル（雌）に「レイワ」と名付けました。一般
公募で寄せられた1691票のうち、最多の369票を獲得し、同園は「新時代を担う人気ザルになってほしい」
と期待を寄せています。出産シーズンは8月まで続き、約140匹が生まれる見通しです。

第21回別府アルゲリッチ音楽祭のメイン公演「ベスト・オブ・ベストシリーズＶｏｌ．7オーケストラ・コンサー
ト」が、いいちこグランシアタで開かれました。人気、実力ともに世界的トップ・ピアニスト、マルタ・アルゲ
リッチさんが総監督を務め、豪華な国際的アーティストとの協演や極上の演奏で満員の聴衆を魅了しまし
た。

県の国際交流員が、旬なＯＩＴＡ情報をお届けします。

From  our  Reporters

金 眞雅
（Kim Jina）

おおいた国際交流プラザでは毎月県国際交流員によるフリートーククラスを行って
います。2018年1月に始まってから、今月で1年半になりますが、毎回来てくださる方
も大勢います。参加者の中には韓国語の上手な方もたくさんいまして、私も仕事とい
うよりおしゃべり感覚で楽しんでいます。

トークのテーマは設定していませんので、韓国の伝
統遊びをやったり、日常の出来事について話したりし
ますが、韓国の文化の紹介や日本との違いについて
話し合う中で「本当の韓国人の声が聴けてよかった」
「知らない韓国のことが分かってよかった」などの声を
聴くと嬉しく感じます。月１回、１時間３０分という短い時
間ではありますが、今後も皆さんと楽しく話せるネタを
用意して行って、さらに韓国を身近に感じていただけ
るよう一助したいと思います。



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：藤原 【Mail】 a10140@pref.oita.lg.jp

話題提供のお願い！

セーラ・バックレイ
（Sarah Backley）

シエ シンラン
(Xie Xin Lan）

県内の最新の観光情報はこちらから
ご覧ください！

（ツーリズムおおいたＨＰ）
https://www.visit-oita.jp/

五月の第二の日曜日は母の日で、大分地元の方のお宅にアフタ
ヌーンティー楽しませていただきました。ちょうど天気は良く、バラの
満開のころにもなり、心に満ちる香りが広がる園庭に座り、大分の青
空をぼーっと眺めました。母へ感謝の気持ちを表す「母の日」は世
界中にあるが、日付はそれぞれです。オーストラリアの場合では、期
間は日本と同じけれども、母に贈る花はカーネーションより、菊の方
が伝統的です。なぜかというと、「母」を意味する「mum」と菊の略称
の「mum（chrysanthemum）」は全く同じなので、ダジャレで「mum」を
「mum」に捧げるのは習慣になっているからです。
ただし、日中韓の文化では、菊は葬式や墓前に登場することは多

いため、中国系の自分にとって「Happy Mother’s Day」と書いてあ
る看板と菊の花束がずらりと並ぶ町並みを初めて見た時はかなり衝
撃でした。こういう風な文化の違いも、それなりに面白いと私は思い
ます。

ゴールデンウィークと県外旅行が重なり、新しい場所を訪問する
機会が最近なかなかありませんでしたが、一カ所だけ訪れた場所
が別府市の鬼山地獄でした。閉園10分前に着いたため、ゆっくり
見回る時間はありませんでしたが、幸いに無料で入ることができ
ました。私が予想していたよりワニが非常に多かったです。一番大
きくて４ｍを超えるワニもいましたが、夜行性の動物なので昼間は
動かずにのんびりしています。次回は餌やりの時間に合わせて、
もっと元気な状態を見たいです。

大分は自然の温泉の力をどれだけ多くのことに使っているのか
にいつも驚きます。特にワニに興味はありませんが、普段は亜熱
帯で育つワニが温泉の蒸気を使って飼育されているのは大迫力
でした！

ビョウ センテイ
(Miao Zhanting）

大分県は日本一のおんせん県で、湯布院は九州の軽井沢と呼ばれ有名です。ゴール
デンウイークに、三重県と長崎県の友達と一緒に湯布院へ温泉を体験しに行ってみまし
た。駅から20分ぐらい歩き、「山のホテル夢想園」に着きました。緑に囲まれて静かできれ
いなので、「曲径通幽」的な雰囲気で感動しました。水曜日なので、女性専用の「空海の
湯」に入り、青空と白雲と遠方の山を眺めながら温泉をのんびり満喫できて最高でした。

温泉の後、「湯布院フローラルヴィレッジ」に行
きました。フクロウの森、KIKI’S BAKERY、チェ
シャ猫の森などがあり、まるで異世界で面白かっ
たです。それから、奥の「金鱗湖」へも行きました。
清い水に映った左岸の建物や山、木の影と泳い
でいる金魚と名知らぬ小さな魚もはっきり見えま
すし、水辺の鳥と写真を撮ることもできます。
自然と調和して過ごした楽しい一日でした。


