
What’s 
up, OITA!

（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

大分では７月２８日から全国高校総合体育大会（北部九州４県合同
開催）が開かれています。実に４８年ぶりだそうです。初日の総合開会
式が皇太子殿下のご臨席のもと、２万２千人が参加し、はつらつと華や
かに行われました。県内では８月７日までバスケットボールなど８競技が
実施されます。
街は全国からの高校生を歓迎するムードで一色。連日猛暑が続いて
いますが、高校生の熱き戦いを糧に夏を乗り切りたいと思っています。

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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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

話題提供のお願い！

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

Ｊｅｔｓｔａｒ 「大分－成田便」増便！
http://www.pref.oita.jp/site/tourism/air-access2013jul.html

今年3月31日に就航したJetstar大分－成
田便が、7月25日から1日3便に増便されます。
ﾘﾑｼﾞﾝﾊﾞｽが高いｲﾒｰｼﾞの成田空港ですが、
LCC就航に合わせ、成田空港―東京駅900
円～の格安ﾊﾞｽも運行されています。
また、ハッピーフライデーセールなどのセー
ルが開催される場合には、大分―成田間の
片道が約2500円程度で買えることもあります。
大分空港からは、大分・別府への空港特急バ
ス「ｴｱﾗｲﾅｰ」以外にも、豊後高田・宇佐・中
津へ行く「ノースライナー」、湯布院へ直行す
る「湯布院高速ﾘﾑｼﾞﾝﾊﾞｽ」、佐伯・臼杵へ行く
「サウスライナー」などがあり、県内各地への
アクセスも充実しています。
大分への里帰り等でぜひご活用ください。

日本の 「大分」を、世界の
「OITA」に！
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

畜産振興課の吉武と申します。
当課では、国際競争に打ち勝つ安全で高品質
な畜産物の安定供給、地域の立地条件に応じた
低コスト生産の推進、自然環境や地域社会と調和
した経営の確立を基本とした畜産の振興を図り、
農業・農村の活性化に努めています。
海外に関連した当課の話題として、本年６月20
日に、タイ向けの牛肉輸出出発式を行いました。
大分県内でと畜・加工処理された牛肉としては、
初の海外向け出荷となります。今後は、８月末にタ
イで行われるタイプロモーション等を通じ、販路開
拓を目指していきます。
現在、県内のと畜場が輸出認定を受けている国
はタイ、マカオの２ヶ国のみですが、他の国への輸
出も視野に展開していく予定ですので、海外で大
分県産牛肉を見かけましたら、是非ご賞味下さい。

農林水産部参事監
(兼)畜産振興課長

吉武 理
(Makoto Yoshitake)

【連絡先（Mail）】
yoshitake-makoto@pref.oita.lg.jp

（左写真）輸出出発式であいさつする広瀬知事

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

------------------------------
・九重“夢”大吊橋 入場者777万人突破
［2013年7月2日］

http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_137272748971.html

・人気高い奥豊後 韓国人に風景好評
［2013年7月2日］

http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_137281372075.html

・別府に「ビジット・ジャパン大使」招き討論
［2013年7月5日］

http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_137298681091.html

・「坐来大分」サテライトショップ始動
［2013年7月6日］

http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_137307490333.html

・「佐伯にようこそ」 米・サイパンの高校生
［2013年7月13日］

http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_137367785442.html

・例年より高い糖度 日田梨が初出荷
［2013年7月13日］

http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_137367767559.html

・ホルトホールとシンボルロードがオープン
［2013年7月20日］

http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_137429871076.html

・冷たい！気持ちいい 九重竜門の滝にぎわう

［2013年7月22日］
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_137445531909.html

・福島の子、大分に招待 夏の思い出づくり
［2013年7月25日］

http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_137471507464.html

・日田祇園の集団顔見世 観客を魅了
［2013年7月25日］

http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_137480138536.html

・北部九州総体 大分で開会式
［2013年7月29日］

http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_137506011483.html

県内ニュース（７月）

バックナンバーはこちら http://www.pref.oita.jp/soshiki/10140/whatsupoita.html
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なつかしい我が故郷～大分ふるさと写真館～
【宇佐市／豊後大野市】

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

7月20日、大分駅南地区開発の中心となる総合文化施設「ホルト
ホール大分」が開館しました。今までの大分市内は主に駅北に主な
機能が集中していましたが、大分駅が高架化するに伴い南側も日々
変わりつつあります。このホルトホール大分には市民図書館や市民
ホールをはじめ、子育てや障害者を支援する施設はもちろん様々な
講座なども行われる便利な施設となっています。

開館を記念してコンサートや講演、茶道体験など様々なイベントが
行われるほか、ホルトホール大分前のシンボルロードでは県内各地
のグルメを楽しめるグルメ広場「おおいたマルシェ」が開かれ大きな
賑わいを見せました。今後もシンボルロードの整備など、さらなる発
展を見せる駅南地区にこれからも目が離せません。

写真

写真

（写真）大分市「ホルトホール」

7月6日、湯布院公民館のごみ拾い活動に参加しました。小
さな子ども達、ご年配の方々、家族連れなどたくさんの方が参
加しておられました。多数の方と一緒に行うごみ拾い活動に
は初めて参加しましたが、ごみ袋と火ばさみを使い、たくさん
のごみを拾うことができました。

このような活動に参加でき、非常に誇りに思っています。また、
たくさんの方々と出会って、みんな一緒に町を綺麗にしてい
るのは本当に気持ちよかったです。綺麗な町の中を優しい心
で生きていくのは幸せです。今後またごみ拾いの活動があれ
ば、ぜひ参加したいと思います。 （写真）湯布院でのごみ拾い活動の様子

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

7月12日に、外務省の青少年交流プログラムを通してアメリ
カのサイパンのマリアナ高校から生徒23名と先生2名が大分
県に訪れました。12日に佐伯市の鶴城高等学校に学校交流
を行いました。鶴城高校の生徒たちが空手と剣道の実演を
行い、マリアナ高校の生徒たちがフラ・ダンスっぽい伝統的な
ダンスをしました。言葉の壁を越え、お互いの文化を知り合い、
短時間で友達がたくさんできました。その翌日からの2泊、マ
リアナ高校の生徒たちが地元の農家に行ってファーム・ステ
イの経験ができ、とても楽しかったそうです。暑い中で皆さん
が大変有意義な学校交流ができて、とても良かったです。

写真

（写真）両国生徒の学校交流の様子

李 新華
（Li Xinhua）

中国湖北省研修員

（豊後大野市）
日本の滝百選
「原尻の滝」

（豊後大野市）
日本彫刻界の重鎮
「朝倉文夫記念館」

（宇佐市）
全国の八幡様の総本宮

「宇佐神宮」

（宇佐市）
大横綱双葉山の記念館

「双葉の里」

郷土の偉人伝
大分県出身や、大分県にゆかりのある偉人を
紹介していきます。

広瀬 淡窓
（ひろせ たんそう）

【儒学者、教育者：１７８２～１８５６ 】

日田市出身。 近世最大の私塾咸宜園(かんぎえん)
を創設し、門下五千有余の中から多方面に人材を輩
出。現大分県知事広瀬勝貞の先祖にあたる。

史跡咸宜園跡・咸宜園教育研究センターにて、咸宜
園や門下生に関する展示がご覧になれます。
【施設HP】
http://www.city.hita.oita.jp/kangien/index.html

初めまして、私は李新華と申します。
私の故郷は湖北省恩施土家族苗族
自治州です。今年の6月に大分県に
来て、観光施策等について学んでい
ます。大分県は非常にきれいな所で
す。恩施自治州も有名な観光地であ
り、皆様ご機会がございましたら、ぜ
ひお越しください。
http://www.esly.gov.cn/
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