
What’s up, 

（どげぇかえ、ふるさと大分！） 

 【ご挨拶】 大分県企画振興部国際政策課  課長 飯田 聡一 
 

 今年の冬は久方ぶりの大雪で、１２億円もの農業被害など大きな影
響となりました。まさかの備えの大切さを改めて感じたところです。 
 

 さて、今年度も残りわずか。海外県人会、留学生ＯＢの皆さんには、
海外プロモーションなどでご協力いただき、ありがとうございました。   
来年度もホットな情報をお伝えし、皆さんとの絆づくりに努めます。 
 引き続きご支援をよろしくお願いします。 
  
バックナンバーはこちら http://www.pref.oita.jp/soshiki/10140/whatsupoita.html 

 平成２６年度一般会計当初予算案から、主な海外関連事業につ
いてご紹介します。皆さま方のご協力をお願いいたします！ 

 大分県の海外関連事業について 

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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OITA! 

～アジアに開かれた、  
   飛躍する大分県を目指して～ 

●予算案は、3月定例県議会における予算案可決後に正式決定となります 
●その他事業は県ＨＰを参照 http://www.pref.oita.jp/soshiki/11400/h26tousyo.html 

 アジアの成長を取り込み本県産業の活性化を図るため、海外戦略に
基づき、県産食材と観光の一体的なＰＲをタイ、香港で実施するほか、
海外県人会等とのネットワーク強化などに取り組みます。（国際政策課） 

 急速に経済発展を続ける東アジアや東南アジアを主なターゲットに、
本県の特色を生かし、国や地域ごとの特性に応じて、海外でのプロモー
ションや観光情報の発信、受入態勢の整備等による観光客誘致を展開
します。（観光・地域振興課） 

 国の輸出戦略を踏まえ、香港やタイなどの市場に加え、インドネシアや
シンガポール、ＥＵ諸国など新たな地域への開拓を図るため、養殖ぶり
や梨など有望な農林水産物のＰＲや商談会等の販売促進活動を行い
ます。（おおいたブランド推進課） 

 県産畜産物の流通・輸出促進（現状：タイ、マカオ）により畜産農家の
所得向上を図るとともに、安全・安心な食肉を供給するため、畜産公社
が行う施設整備（対象拡大：香港、シンガポール、米国等）に対し助成し
ます。（畜産振興課） 

 中国・香港をはじめとする東アジアや、アセアン地域のショーウィン
ドーであるシンガポールなどにおいて、安全・安心・高品質な大分県産
品の販路開拓と販売促進に取り組む県内中小企業を支援します。 
（商業・サービス業振興課） 

【 海 外 戦 略 推 進 事 業 】 

【 海 外 誘 客 促 進 事 業 】 

【農林水産物輸出促進対策事業】 

【県域食肉流通センター整備支援事業】 

【 東 ア ジ ア ビ ジ ネ ス 推進事業 】 

県 産 品 

県 産 品 

県 産 品 

観光誘致 

総合対策 

【大分合同新聞社ＨＰにリンク】 
   http://www.oita-press.co.jp/ 
――――――――――――――――― 
・外国人記者が日本の食文化を取材 日田市

［２０１４年２月７日］ 
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2014_139173807894.html 
 

・フィリピンの復興支援に参加 文理大生 
［２０１４年２月７日］ 
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2014_139175190033.html 
 

・佐伯ですみつけ祭り 塗り合って笑い合って 

［２０１４年２月１０日］ 
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2014_13919948308.html 
 

・「オレイン和牛」を売り込め ４県連携強化 
［２０１４年２月１３日］ 
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2014_139225243517.html 
 

・豪華絢爛うっとり 天領日田おひなまつり 
［２０１４年２月１５日］ 
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2014_139244329736.html 
 

・世界農業遺産ブランドの認証制度 国東半島

［２０１４年２月１８日］ 
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2014_139268539058.html 
 

・韓国の高校生らと神楽や音楽で交流 三重 

［２０１４年２月１９日］ 
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2014_13927727477.html 
 

・千葉・成田市でおんせん県おおいたをPR 
［２０１４年２月１９日］ 
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2014_139277299117.html 
 

・県産の竹アクセサリー NYで４月から販売 

［２０１４年２月２０日］ 
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2014_139285766316.html 
 

・「祖母傾ユネスコエコパーク推進協」発足 
［２０１４年２月２１日］ 
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2014_139294386587.html 
 

・留学生ら別府で餅つき スリランカ親日協会 

［２０１４年２月２５日］ 
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2014_139329120968.html 
 

・豪州で調査、PR 県の観光関係者 
［２０１４年２月２５日］ 
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2014_13932904647.html 
 

・ジェットスター豪州本社を訪問 大分県 
［２０１４年２月２６日］ 
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2014_139337694952.html 
 

・２８日まで「おおいたジオ国際フォーラム」 
［２０１４年２月２６日］ 
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2014_139337674386.html 
 

・春ですね 別府で梅が見頃・山香で椿まつり 

［２０１４年２月２８日］ 
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2014_139354949616.html 
 

県内ニュース（ 2月） 
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世 界 に 拡 が る ♨ O I T A ネ ッ ト ワ ー ク ♨ 
 

 
 
 

  
 
 

 県内大学を今春卒業する留学生のうち、今後も本県との架け橋となる方を、「めじろん海外特派員」に任命
しました。県観光・物産ＰＲや県人会の皆さんとの交流など、県の応援団として海外事業にご協力いただきま
す。大分県を第二の故郷としてとても大切にされる方々です。ぜひとも皆さまと交流いただければ幸いです。 

平成２６年度「めじろん海外特派員（留学生ＯＢ）」のご紹介 

 

 
 
 

  
 
 

 

 
 
 

  
 
 

中国湖北省出身 
大分大学大学院 
（株）大創産業内定 

杜文婷 （ト・ブンテイ）さん 蔡燕華 （サイ・エンカ）さん 

 

 
 
 

  
 
 

曺承喜 （ジョ・スンヒ）さん 
 

 
 
 

  
 
 

ACKARADEJRUANGSRI Pajareeさん 
（アカラデヅルンソー・パジャリー） 

 皆さま初めまして。私は2008年から
計5年間を大分県で過ごしました。 
 大分県での思い出と言えば、何と
言っても楽しい「祭」です。母国では経
験したことのない「祭」は、とてもいい思
い出となっています。 
 4月からは、東京で株式会社大創産
業（ダイソー）に勤務予定であり、主に
国際業務を担当します。 
 卒業後も大分県との絆を大切にして、
祭や海・山の幸、温泉の素晴らしさなど
を家族や友人にＰＲするとともに、日中
友好の架け橋になり、日本と中国との
相互理解、事業発展を促進しようと考
えています。 
 
 大分県の皆さま、これからもどうぞよろ
しくお願いいたします。 

（メールアドレス） 
jpduwenting@yahoo.co.jp 

中国上海市出身 
別府大学 

ホンダ太陽（株）内定 

皆さまニーハオ！２０１０年４月に来日し、
在学中の四年間のうちに大分県内を
ほどんと巡りました。別府や湯布院の
温泉は、やはり日本一だと感じていま
す。別府湾の夜景や海、山々の緑など
美しい風景が大好きです。 
 県の事業（大分県魅力体感ツアー）
にも積極的に参加して、大分が更に好
きになったことから、就職先として県内
企業を選びました。今後も引き続き、
魅力あふれるおんせん県おおいたで
生活していきたいと思っています。 
 
 今回、大分県めじろん海外特派員に
任命され、とても嬉しく思っています。
大分県と中国、特に上海市との架け
橋として頑張りたいと思いますので、
皆さまどうぞよろしくお願いします。 

（メールアドレス） 
caiyanhua3@yahoo.co.jp 

韓国出身 
別府大学 

岩崎グループ内定 

 大分県の皆様アンニョンハセヨ。私
はジョ・スンヒと申します。２０１０年に別
府大学に入学し、４年間別府市で楽
しい生活を過ごしました。 
 私が住んでいた別府市は、温泉が
多いため至る所に蒸気が出ています
が、私はこの風景が大好きで世界最
高の温泉都市である別府の魅力を韓
国に紹介していきたいと思っています。 
 ４月からは、鹿児島県にある岩崎グ
ループで勤務する予定です。子供の
頃からの夢であった観光産業に就職
することが出来てすごく嬉しいです。 
 
 これからも第２のホームグラウンドで
ある大分との絆を大切にし、大分県
の温泉や食をＰＲしていきたいと思っ
ています。よろしくお願いいたします！ 

（メールアドレス） 
seungheejo91@yahoo.co.jp 

タイ出身 
APU大学院 

大学講師等予定 

 大分県の皆さん、こんにちは。私は
2005 年から立命館アジア太平洋大
学で国際経営学を専攻し、今年３月
に博士課程を卒業します。  
 ９年間の留学生活を通じて、いろ
いろな地域活動（「オンパク」や「 E-
Kamishibai隊」）に参加しました。 
  私は大分県のことが大好きになり
ました。大分県と別府市は私の第二
の故郷です。皆さんとても優しく、温
泉もある、天気や食べ物（魚介、しい
たけ、かぼす等）も最高です！ 
 
  4月には大学院を卒業します。卒
業後は大学の先生になりたいです。
国際大学で教えることができれば、
大分県のいいところを世界中の人た
ちに紹介していきたいです。皆さん
よろしくお願いします。 

（メールアドレス） 
pajaree.ack@gmail.com 

mailto:jpduwenting@yahoo.co.jp
mailto:caiyanhua3@yahoo.co.jp
mailto:seungheejo91@yahoo.co.jp
mailto:pajaree.ack@gmail.com


世 界 に 拡 が る ♨ O I T A ネ ッ ト ワ ー ク ♨ 
 

 
 
 

  
 
 

立命館アジア太平洋大学 「大分校友会」からの海外活動紹介 

台湾大分県人会の栄雄星さん（大分大学卒）が来庁されました。 

 マレーシア大分県人会 

【APU校友会10周年記念！シンガポール交流事業を開催】 
  

 「1月11日（土）～12日（日）に、シンガポールにて『APU校友会10周年記念！
シンガポール交流事業』を開催しました。現在APUでは、卒業生が1万人を超え、
アジア各地で卒業生が働いています。APU大分校友会では、卒業後も海外に
いる卒業生と交流し、ネットワークを維持、強化することを目的に、草の根交流
事業を実施しており、今回は2010年の上海、2011年の台湾に続き、3回目の実
施となりました。 
 懇親会には、日本やシンガポール、マレーシアから卒業生が約30名集まり、現
地で起業している日本人卒業生や日系企業で働く国際卒業生、MBAに通う卒
業生など、様々な卒業生が参加しました。そのなかで、「日本一のおんせん県」
である大分県のPRも行いました。今後も、大分県と海外との架け橋となれるよう、
海外交流事業を実施していきます。」 
 

（写真・記事提供： 立命館アジア太平洋大学 大分校友会 岡田様） 

 

 「1992年の春、私は大分大学の留学生として大分にやってきました。三年
後、ロータリーの奨学金のおかげで無事に卒業し、学位のほか、大分の女性
と出会い結婚しました。帰国後は大学で教職に就き、台湾の若者に日本語、
日本経済を教えています。たまに夏休みに家内の帰省に同行しますが、今
年の一月、APUの学会に出席するという形で五年半ぶりに大分に行きました。
そして台湾大分県人会木津会長に紹介していただいた国際政策課の猿渡さ
ん、昨年10月の台北温泉フェスティバルで知り合った同課の南さんと再会で
きとても嬉しかったです。 
 

 近年、日台間の交流が盛んになり、東京、大阪のほか、九州もだんだん台
湾人観光客の旅行先として人気が出ており、直行便も増えてきました。昨年
の台北温泉フェスティバルで大分県も大きく宣伝され、かなりの宣伝効果が
得られたと思います。これからも台湾に向けて、大分のいい所をどんどん紹介
してほしいです。台湾にいる私も、大分県人会の一員として、少しでもお手伝
いできればと思っています。」 
 

 「１月２５日に九州人会の新年会を開催致しましたので、
その写真をお送りします。マレーシアのクアラルンプー
ルでは、九州の各県人会もありますが、新年会はほぼ
毎年、九州人全員で集まって開催致します。今年は、
子供も含め、６７名の方々が参加。大分県人会からは、
他の県人会と重複されている方も含め、１７名の方にご
参加頂きました。」 

（マレーシア大分県人会事務局 宇薄様） 

 米国ＬＡ大分県人会 

 「2月初旬の新年総会の様子をお送りします。 
 ロサンジェルスダウンタウンの中華料理店での開催で、
中国の正月とぶつかり賑やかな雰囲気の中での開催と
なりました。」 
                （LA大分県人会長 會田様 ） 

 県庁にて国際政策課職員と記念撮影 
（写真右から２人目が栄さん） 

 賑やかなシンガポール交流事業 
懇親会の様子 

～栄雄星さんからのメッセージ～ 



      From  our  Reporters 
 県の国際交流員等が、旬なＯＩＴＡ情報をお届けします。 

林 泰男 
（Taenam Lim）  
県国際交流員 
韓国（ソウル） 

pu101502@pref.oita.jp 

趙 敏 
（Zhao Min） 
県国際交流員 
中国（湖北省） 

pu101501@pref.oita.jp 

 大分県は最近「おんせん県」を打ち出しており、「日本一のおんせ
ん県おおいた♨味力も満載」というキャッチフレーズで様々なキャン
ペーンを展開しています。先日その一環として、九州から一番近い
韓国の都市である釜山で大分県のプロモーションが行われ、韓国で
のプロモーションということで私もスタッフとして参加して参りました。 
商談会には県内の観光関係者が多数参加した中、韓国側でも多く
の旅行関係者が参加して大分の魅力について興味を持ってくれま
した。その翌日もエージェント社を訪問し大分のPRを行いました。釜
山は以前から航空や船舶など九州へのアクセスが便利な地域で、
今後も釜山から多くの方々に大分を訪問していただき、大分の良さ
を伝えていきたいと思います。 

 1月29日、中津市立上津（こうづ）小学校で行われた国際理解出
前講座に参加しました。1年生～6年生まで、全校児童35名の皆さん
に出会えてとても嬉しかったです。私は中日交流の仕事がとても好
きで、今回は中国文化について子供達に紹介できて楽しかったで
す。少しでも中国について興味を持っていただければ嬉しいです。  
 中日両国は一衣帯水の隣国です。次世代を担う青少年がお互い
の国を知り、「大きくなったら相手の国に行ってみたい」という気持ち
を育てることがとても大事だと思います。また機会がありましたら、ぜ
ひこのような講座を開きたいです。そして、帰国後も、引き続き両国
の青少年の交流に貢献したいと思います。 

ニコール・フリン 
（ Nicole Flynn） 
県国際交流員 

オーストラリア（QLD） 
pu101503@pref.oita.jp 

 ２月中旬に、大分県で初めて「いちご狩り」をしました。県内ではい
ちご狩り、ぶどう狩り、みかん狩りなど、様々な楽しいフルーツ狩り体
験ができます。私にとっては、いちご狩りが一番魅力的です。 
 先日、友達と一緒に大分市内にある「いちごドーム」という所でいち
ご狩りを楽しみました。好きなだけいちごをとって、帰るときに重さを
計ってお金を払うプランでした。隣のお店でも、農園で作ったいちご
を使ったソフトクリームを販売していましたので、美味しいいちごソフ
トクリームも食べました。 
 いちごの時期は後もう少しですので、今後は田舎にあるいちご農
園で食べ放題プランのいちご狩り体験をしてみたいと思います。皆
さんは、何のフルーツ狩りが好きですか? 

【観光・地域振興課からのお知らせ】 
担  当：国際観光班 礒崎 香織 
連絡先 ：isozaki-kaori@pref.oita.lg.jp 
Ｈ   Ｐ：http://www.pref.oita.jp/site/tourism/ 

facebook：http://p.tl/RBAa 
 

 ♨話題沸騰♨ 世界から評価される大分の「食」！  

 
 
 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！ 

 １月２３日、エッフェル塔内レストランにおいて、著名なシェフであるアラン・デュカス氏が日
本の食材などを紹介するイベント「La rencontre du Japon（日本に出会う）」が開催され、当
日提供された料理の中で大分産のしいたけ、野菜などが使われました。【アラン・デュカス氏
のFB http://on.fb.me/1m4zv6w 】 【角野恵子氏のブログ http://bit.ly/1mquKYw 】 
 翌週からは２週連続で香港から、中華圏で絶大な人気と影響力を誇る蔡瀾氏の美食ツ
アーが来県し、臼杵のふぐ、アワビ、かぼすブリ、地酒などの大分の食とおもてなしを堪能し
ていただきました。【蔡瀾氏の微博 http://bit.ly/1mqtCo2 】 

 平成２５年度中は皆さまには大変お世話になりました （国際政策課一同） 

平成２６年度も、県の海外施策へのご協力をよろしくお願いいたします。 

【海外戦略班】 【国際交流班】 

参事（総括） 
山﨑 吉明 

主幹 
伊藤 功二 

主査 
山﨑 基広 

主任 
猿渡 崇人 

主幹（総括） 
和田 隆志 

主幹 
石倉 順 

主事 
南 菜月 

自治体国際化協会 
大分県支部 
下森 雅子 
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「別府アルゲリッチ音楽祭」のご案内 

 世界的なピアニスト、マルタ・アルゲリッチを総監督に
迎え、今年も「別府アルゲリッチ音楽祭」が4/24～5/11
の間、別府市、大分市で開催されます。 
 第１６回目を迎える今回は「ミーティングポイント～出
会いが創るもの」をテーマとして、アルゲリッチとヴァイ
オリン界の鬼才ギドン・クレーメルのデュオや世界的指
揮者小澤征爾のサイトウ・キネン・フェスティバル松本
のメンバーとの音楽劇「兵士の物語」や、アルゲリッチも
出演する「室内楽コンサート」など、聴きどころたっぷり
の内容となっています。今後とも、大分県が世界に誇る
音楽祭として一層努力してまいりますので、皆様の暖
かい応援をお願いいたします。 
 

第１５回記念別府アル
ゲリッチ音楽祭 
「アルゲリッチ＆マイス
キーデュオ」より 

©Rikimaru Hotta 

お問合せ 
公益財団法人アルゲリッチ芸術振興財団 
大分県別府市野口原３０３０－１ ニューライフプラザ内 
TEL. +81-977-27-2299 /0977-27-2299 
FAX.+81-977-27-2301/0977-27-2301 
E-mail.  info@argerich-mf.jp         http://www.argerich-mf.jp 
 

（県企画振興部 文化スポーツ振興課からのお知らせ） 
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