
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 
  

 ２月になり、梅の蕾も膨らみ少し春めいてきました。 
 「一月は行く、二月は逃げる、三月は去る」といいますが、年が
明けてからの時間は早く、まさにその感です。残り２ヶ月、今年度
の事業の整理、来年度の準備に向けてもう一踏ん張りです。 
 

 来年度予算編成も大詰めを迎えており、次号には海外関係事
業の概要を皆さんにお知らせします。 

バックナンバーはこちら http://www.pref.oita.jp/soshiki/10140/whatsupoita.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。ぜひ、県のＰＲにご協力ください！ 

大分県の海外関連事業について 

 大分県上海事務所の八坂と申します。当
事務所では県内企業の海外進出支援、県
産品の輸出促進・販路拡大、海外観光客の
誘致などに取組んでいますが、結成して今
年で１４年目となる上海大分県人会の事務
局も務めています。 
 

 上海大分県人会は現在会員数約１１０名で、
大分県出身者をはじめ、県内大学に留学経
験のある中国人も多く会員になっています。 
中国には上海のほか、北京、大連、香港に
それぞれ県人会がありますが、最近は各県
人会の連携を深めており、中国において大
分県人のネットワークを広げていくことを目指
しています。 
 

 今後、中国をはじめとする海外案件へのご
相談等ありましたら、遠慮なく大分県上海事
務所をご活用ください。 
 

(HP) http://www.pref-oita-shanghai.cn/ 
 

大分県上海事務所 
（日中経済協会上海事務所 
          大分県経済交流室） 
 

 所 長 
 

八坂 悦朗 
(Etsuro Yasaka) 

 
【連絡先（Mail）】 

yasakajc@shcei.com.cn 
 
 

 

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。 

   《Vol.12》 2014年２月1日発行 

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

 
 
 

  
 
 

 ２０１３年１１月の台風災害で甚大な被害を受けたフィリピンの方々
を支援するため、立命館アジア太平洋大学（ＡＰＵ）のフィリピン人
留学生を中心とした団体が募金活動を行ったほか、大分県フィリピ
ン友好協会が被災地支援バザーを行い、大分県もお手伝いさせて
いただきました。ご協力いただいた多くの県民の皆さんに感謝です。 
 

 ふるさと大分県から温かい支援の輪が拡がっています。その想い
が被災地に届き、早期の復興につながることを願っています。 

台風被害を受けたフィリピンへ、県民の皆さんの温かい支援の輪が拡がりました。 

（上海大分県人会の皆さん） 

OITA! 

（学生団体による街頭募金） （被災地支援バザーの様子） 

（北京大分県人会の皆さん） 

【大分合同新聞社ＨＰにリンク】 
――――――――――――――――― 
・祖母傾山系登録目指す ユネスコエコパーク

［２０１４年１月３日］ 
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2014_138871468101.html 
 

・「竹のアクセサリー」 英ブランド店で販売
［２０１４年１月９日］ 
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2014_138922892643.html 
 

・大分・武漢、初の合同美術展 １１７点展示 

［２０１４年１月１０日］ 
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2014_138933153689.html 
 

・キティが「おんせん県」ＰＲ 大分県 
［２０１４年１月１７日］ 
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2014_138992025425.html 
 

・スリランカに野球道具を寄贈 大分県議会 

［２０１４年１月２２日］ 
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2014_139036899973.html 
 

・軍氏官兵衛放映スタート “観光の陣”熱く 

［２０１４年１月２３日］ 
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2014_139045518093.html 
 

・おんせん県ＰＲ動画あすから公開 大分県 

［２０１４年１月２５日］ 
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2014_139061048939.html 
 

・大分県内宿泊数最多４３１万人 ＬＣＣ効果［ 
２０１４年１月２８日］ 
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2014_139087089559.html 
 

・ミス日本に輝く 中津市出身・沼田萌花さん 

［２０１４年１月２８日］ 
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2014_139087318243.html 
 

・スリランカ情報発信 別府親日協会の発会式

［２０１４年１月２９日］ 
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2014_139095731422.html 
 

・別府アルゲリッチ音楽祭 ４月２４日開幕 

［２０１４年１月３１日］ 
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2014_139112898681.html 
 

県内ニュース（ 1月） 
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世界に羽ばたく 「The・おおいたブランド」 ～主要な輸出品のご紹介～ 
 

 
 
 

  
 
 

 美しい豊かな自然に育まれた大分の食彩。海外への販路拡大に向け、安全・安心で高品質な農林水
産物の輸出に取り組んでいます。海外県人会等の皆さまには、店頭にてお見かけの際は、懐かしい故郷
の味をお楽しみください。また、ご家族・ご友人の皆さまにもご紹介いただきますようお願いいたします！ 

 「The・おおいたブランド」紹介 ホームページ http://theoita.com/index.html 
 
 

【おおいた豊後牛】 

【 乾 し い た け 】 

【 養 殖 ブ リ 】 

【 日 田 梨 】 

 日田梨の栽培は、１９１２年（明治４５年）に始まり、１００
年以上の歴史があります。日田市の気温差の激しい盆
地ならではの気候を活かし、糖度の高い梨が栽培され
ます。「四季を通じて日田の梨」をキャッチフレーズとし、
品種の組み合わせによる長期販売（７月～２月）を行っ
ています。 

 県南部の豊後水道域でブリの養殖が行われてお
り、その生産量は全国３位を誇っています。 
 

 近年は、日本食に対する人気の高まりに伴い、3
枚卸にされたフィレの輸出量が伸びています。 

 「おおいた豊後牛」の歴史は古く、１９２１年に東京で開
催された全国品評会で「千代山」号が最優秀賞に輝き
「牛は豊後が日本一」という幟を掲げて銀座をパレード
したという記録が残っています。 
 きめ細かい霜降り、まろやかでとろけるような味わい
の「おおいた豊後牛」。最近では、和牛のオリンピックと
呼ばれる「第１０回全国和牛能力共進会」で、２部門で
農林水産大臣賞を受賞するなど、その肉質と美味しさ
は全国トップレベルです。 

 大分県の乾しいたけは、ほとんどがクヌギ原木で栽培
されており、大型、肉厚で品質の高いしいたけが発生し
ます。また、国内生産量の約５割を占め、全国乾椎茸
品評会でも１５年連続通算４７回の団体優勝を果たして
おり、質・量ともに日本一を誇っています。 
  

（台湾での販促） 

〈主な輸出先〉 台湾、香港、タイ 等 
〈主な取扱い店舗〉 
 台湾：微風広場、sogo復興店・忠孝店など ※中秋節、春節シーズン中心 
 香港：CitySuper４店舗 ※８月～１月の間 
 タ イ：SiamParagon、CentralChidlomなど ※11月～12月の間 

〈主な輸出先〉 香港、タイ 等 
〈主な取扱い店舗〉 
 香港：CitySuper４店舗 、東方紅 
 タ イ：SiamParagon、など  

〈主な輸出先〉 タイ 

〈主な輸出先〉米国、タイ、香港 等 
〈主な取扱い店舗〉 
 米国：日本料理店・寿司店 
 タイ：富士レストラン 
 香港：九州地獄拉麺専門店別府※大分フェア開催時 
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なつかしい我が故郷～大分ふるさと写真館～ 
【佐伯市／臼杵市】 

      From  our  Reporters 

【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♨ 大分の四季と１２か月がわかるカード配布中です！ 

 
 
 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！ 

 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 

 環境にやさしい取り組みが求められるこの頃ですが、その中でも日
常の中で広く使われている割り箸も樹木資源保護の観点から削減
に向けての活動が行われてきています。 
 先日、県内の外国人留学生たちと共に、湯布院にある箸作り体験
をすることができる工房「箸屋一膳」に行ってきました。ここでは自分
に合う長さの木材を選んで、小刀やサンドペーパーで形を作り、焼き
ペンで文様を入れるなどして、世界で一つだけの「マイ箸」を作るこ
とができます。一緒に参加した外国人留学生たちもそれぞれ個性的
な箸を作りながら楽しい時間を過ごしました。 
 作ったマイ箸は工房で防水加工を施して届けてくれるとのことで、
到着が今から楽しみです。 

 １月２０日に、中国の甘粛（かんしゅく）省蘭州（らんしゅう）市から訪
日教育旅行団が大分県にお越しになり、県立安心院高校の生徒と
交流しました。歓迎会で安心院高校の生徒さんが太鼓を演奏して、
とても素晴らしかったです、訪問団の皆様は大変感動しました。また、
茶道部の生徒さんが日本の茶道を披露したところ、訪問団の皆様は
「茶道はとても素敵です、日本に来て、茶道文化を体験できて、本
当にうれしいです、有難うございました」と感激しました。 
 生徒同士が温かい雰囲気で素晴らしい交流会ができて本当によ
かったです。両国関係が難しい時期ですが、民間レベルでお互いに
理解が深まるよう、私たち一人一人が地道に交流を進められるよう
頑張って参ります。 

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 

 先日、初めて九重“夢”大吊橋を見に行きました。とても寒い日だったにも
かかわらず、観光客がたくさんいました。紅葉の時期が特に景色がきれいだ
と聞いていますが、真冬に行っても、景色がとてもきれいです。大吊橋からい
くつかの滝が見えますが、寒くてほとんど凍っていました！このような眺めは
見たことがないので、とても感動的でした。 
 大吊橋を渡った後、隣の店で九重町の農産物を使った「九重“夢”バー
ガー」を食べました。全体的に大きくて、具もたくさん入っていましたのでおな
かがいっぱいになりました。でも私は甘いものに目がなく、九重産品のブルー
ベリーを混ぜたブルーベリーソフトもついに食べてしまいました。 
 他に、この店は季節の野菜や果物などの農産物を販売していましたので、
野菜をたくさん買って持って帰りました。一日で県産のランチが食べられて、
そして県産の野菜がたくさん手に入れました。寒さに負けずに、九重に行っ
てきて良かったです。 

 平成２７年春開館予定の県立美術館とのコラボ企画第２弾です。前回は美術品の絵
はがきでしたが、今回は 旅行時期検討に役立つよう、大分の四季を一目で感じていた
だけるものとなっております。日本一の温泉は一年中お楽しみいただけますが、それ以
外にも大分には季節ごとの楽しみがあります。現在、海外の旅行展等で配布中です。 
今月、県人会の皆様のところにも届く予定ですので、ぜひご活用ください！ 
 

県立美術館HP： http://www.opam.jp/op/ 

（臼杵市） 
武家屋敷や寺院などが軒
を連ねる二王座歴史の道 

 

（佐伯市） 
「北の小樽、南の佐伯」 
絶品の佐伯寿司 

（佐伯市） 
九州最東端、海抜２００mの絶
壁にそびえ立つ鶴御崎灯台 

（臼杵市） 
豊後水道の急流に 
もまれた絶品ふぐ料理 
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