
●「What’s up, OITA!」のホームページを開設しました

県庁ホームページ内に、「What’s up, OITA!」の紹介ページを作成しました。これ
まで発行したバックナンバーは、こちらからダウンロードできます。
http://www.pref.oita.jp/soshiki/10140/whatsupoita.html

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

------------------------------
・段ボール製の恐竜「クール」米の見本市
[2013年6月1日]

http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_137004697354.html

・中津市三井で泥田バレー 最後の大会
[2013年6月3日]

http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_137021595238.html

・県の奨学金認定書、留学生80人に交付
[2013年6月13日]

http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_13711030867.html

・AKB48総選挙1位 さっしー大分凱旋
[2013年6月14日]

http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_13711879656.html

・沸き立つ「おんせん県」活用
[2013年6月20日]

http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_137168941624.html

・「おおいた豊後牛」タイへ
[2013年6月21日]

http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_137177527884.html

・「大分を学びたい」研修生が知事訪問
[2013年6月22日]（中国湖北省）

http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_137186245729.html

・ハワイの風運び２０年 ハノハフラ大分
[2013年6月22日]

http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_137186296879.html

・「世界進出できる」愉快にこうじの魅力語る

[2013年6月25日]
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2013_137212579353.html

県 内 ニ ュ ー ス （ ６ 月 ）

nformation（県からのお知らせ）

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

大分は梅雨真っ盛り、青空が少々恋しくなります。

先日バンコクに行ってきました。夏に予定のプロモーションの準備
のためです。発展を続けるアセアンの熱気と息吹を実感し、また県
人会会長の山村さんや留学生ＯＢのカニン（Kanin）さん、ペンタゴー
（Pengtako）さんともお話しもでき、駆け足ながら有意義な出張でした。

今月号は国東半島宇佐地域の世界農業遺産登録を紹介します。
世界文化遺産となった富士山に負けないようしっかりと情報発信して
いきます。皆さんも応援をよろしく。

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.5 》 2013年7月1日発行

T o p  N e w s !

平成25年5月30日、石川県七尾市で開幕された国連食糧農業機関
(FAO)の国際会議において、大分県の「国東半島宇佐地域」が世界農業
遺産に認定されました。

世界農業遺産（Globally Important Agricultural Heritage 
Systems:GIAHS（ジアス））は、社会や環境に適応しながら何世紀にもわ
たり発達し、形づくられてきた農業上の土地利用、伝統的な農業とそれ
に関わって育まれた文化、景観、生物多様性に富んだ、世界的に重要な
地域を次世代へ継承することを目的として、２００２年（平成１４年）に国連
食糧農業機関（ＦＡＯ、本部：イタリア・ローマ）が創設した制度です。

今回認定を受けた「国東半島宇佐地域」の概要は以下のとおりです。
今後、伝統的資源として維持・管理していくことで、「都市と農村の交流
促進」や「地域ブランド力の強化」が期待されます。

※詳細は、大分県農林水産部農村整備計画課ホームページをご参照ください。
http://www.pref.oita.jp/site/sekaiisangaiyou/

「国東半島宇佐地域」が世界農業遺産に認定！

１ タイトル
「クヌギ林とため池がつなぐ 国東半島・宇佐の農林水産循環」 ～森の恵み しいたけの故郷～

２ コンセプト
クヌギ林とため池群によって持続的に維持されている日本一

の原木しいたけ生産をはじめとする農林水産業システム

３ 概 要
（１）日本一のクヌギ林とため池群
（２）日本一の原木乾しいたけ
（３）多様な農林水産業と生物多様性
（４）地域農業に深く関わる歴史と文化

（写真）認定式に臨む林会長、小風副知事ほか関係者

【申請機関】国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会

（写真）世界農業遺産認定状

湖北省研修員のご紹介
県が交流を進めている中国湖北省から、人的交

流の一環として研修員を受入れました。これから約
半年間に渡り、本県の観光施策等について学んで
いただくほか、民間企業・団体において実地研修を
行います。帰国後は、両地域の架け橋となる「キー
マン」として、交流の最前線でご活躍いただきます。

知事への着任挨拶（6月21日）
（右）研修員の李新華さん

【氏 名】
李新華（り しんか）

【派遣元】
湖北省旅遊局

【現 職】
湖北省恩施土家族苗族自治

州旅遊委員会 職員（公務員）
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世 界 に 拡 が る Ｏ Ｉ Ｔ Ａ ネ ッ ト ワ ー ク
「めじろん海外特派員レポート（秦莉敏さん）」

（中国上海市在住／別府大卒／平成２４年度任命）

【観光・地域振興課からのお知らせ】
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

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

商業・サービス業振興課の安部と申します。
当課では、中国をはじめとする東アジアおいて、安
全・安心・高品質な大分県産食品等の販路開拓と
販売促進のため、香港「FOOD EXPO」（８月１５日～
１７日）など海外で開催される見本市への出展や商
談会に参加する中小企業を支援しています。今年
度は新たな地域への販路開拓として、民間企業と
連携したシンガポールでの大分フェア（１０月上旬）
にも取り組むこととしています。

海外で大分県産の食品をお見かけの際は、是非、
ご購入いただき懐かしい大分の味をご堪能いただき
たいと思います。そして、大分の味力（みりょく）をお
知り合いの方にもご紹介くださいますようお願いいた
します。

商工労働部
商業・サービス業振興課

課 長

安部 光紀
(Mitsunori Abe)

【連絡先（Mail）】
abe-mitsunori@pref.oita.lg.jp

ブラジルで「とり天」、「とり飯」に舌鼓！

大分の皆さん、ニーハオ！別府大学に留学してお
りました秦莉敏（シン・リミン）と申します。留学中の４
年間で一番心に残っているのは、別府の温泉です。
疲れた時に体をリラックスできる温泉は最高です。
２０１０年の上海万博の際、別府のＰＲビデオが作

成されるにあたり、村山元首相と浜田別府市長と一
緒に地獄蒸し料理を味わった経験は、誇らしい一生
の思い出となりました。

現在は、上海でテニス・スクール等の企画・運営を
行う「上海安帝体育咨询有限公司」という日系企業
に勤めています。

私の故郷は、上海の「崇明島」というところですが、
空気がきれいで、とても美しい場所です。ぜひ大分
県の皆さまにもお出でいただきたいと思います。

４月２８日、ブラジル愛媛県人会館で開
かれた祭りに参加し、大分の郷土料理
「とり天」「とり飯」等を皆さんに味わって
いただきました。会場には約７,８００人が
来場し、「とり天」などが特に好評を博し
ました。大分県人会員のほか、元留学
生や研修員の皆さまにもお手伝いいた
だき、一日を楽しみました。

次回、７月中旬に開催されるラテンアメ
リカ最大の日本文化イベント「第１６回
フェスティバル・ド・ジャポン」に参加し、
郷土料理や文化を紹介する予定です。

～ブラジル大分県人会 書記理事
伊東 信比古 様から記事提供～

（写真）海外での「大分フェア」の様子

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。

福 澤 諭 吉
（ふくざわ ゆきち）

【啓蒙思想家：１８３５～１９０１】

中津市出身。 蘭学を志し長崎やアメリカ、
ヨーロッパ等で学ぶ。

藩命により江戸の中津藩中屋敷に蘭学塾を
開き、これが後の慶應義塾大学となる。著書
｢学問のすゝめ｣での、『天は人の上に人を造ら
ず、人の下に人を造らず』が有名。１９８４年以
降、一万円紙幣の肖像として親しまれている。

中津市留守居町の福澤記念館にて、その偉
大な足跡をたどることができます。

【記念館】 http://www2.ocn.ne.jp/~fukuzawa/

今回は、県人会や留学生ＯＢの方等、大分県関係者
の皆様にお使いいただける名刺用画像のご案内です。

名刺の裏面に、「大分県PR用の画像を印刷してもい
いよ！」という方がいらっしゃいましたら、大分県の英語
観光情報サイト「Onsen Oita」の名刺用画像をご活用く
ださるようお願いします。

なお、URLからは、大分の英語版観光パンフレットのダ
ウンロード、ビデオの視聴等もしていただけます。こちら
もぜひご活用ください。

【ダウンロードはこちらから！】
http://www.pref.oita.jp/site/tourism/business-card.html（写真）大分県ＰＲ用の名刺画像

大分県ＰＲ用の名刺画像提供について
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なつかしい我が故郷～大分ふるさと写真館～
【豊後高田市／杵築市】

From  our  Reporters

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

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

5月30日から6月2日まで、韓国のソウルで「韓国国際観
光展(KOTFA)2013」が開催されました。世界各国からそれ
ぞれ自国の観光をPRするため集まる中、日本からも多くの
地域が参加しました。もちろん大分県も参加し、私もスタッ
フとして活動してきました。会場では主に観光パンフレット
を配るなどの観光案内のほか、大分の特産品をプレゼント
する抽選会を行い、盛り上がりを見せました。

来県する外国人観光客の中で韓国人観光客はおよそ7
割を占めています。大分県が誇る別府・湯布院の温泉は
韓国でも知名度が高く、会場でも知っている方や行ったこと
があるという方が多くいました。ただ「大分」としての知名度
はまだそれに及ばず、「おんせん県」と共に大分のことを
もっと韓国の皆さんに知っていただけるよう努力する必要を
感じました。

写真

写真

（写真）韓国国際観光展（KOTFA）2013の大分県ＰＲの様子

６月８日、「大分華僑華人会」発足懇親会に
参加いたしました。中国駐福岡領事館の李天
然総領事をはじめ、県内の関係者が約５０名
も集まる盛大な会となりました。この機会でい
ろいろな人と出会って、とても有意義な時間
を過ごすことができました。

両国関係が難しい時期ですが、多くの方々
が日中関係の回復を心から祈っていることを
感じました。人々が心から明るい未来を信じ
たら、きっと両国関係も改善すると思っており
ます。

（写真）大分華僑華人会発足懇親会での記念撮影

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

5月30日、大分県の国東半島宇佐地域が世界農業遺
産に認定されました！世界農業遺産の「ミッション」で、
私は国東半島宇佐地域について様々な資料の英訳に
取り組んでいきました。また、大分県が申請書を提出し
た後、イタリアのローマにあるFAO（国際連合食料農業
機関）の本部にてプレゼンテーションをすることになり、
私も同行しました。主な仕事は、発表内容や質疑応答
の通訳対応でした。

その翌週、石川県での世界農業遺産国際会議が開
催され、この会議で認定の結果が発表されました。参加
者や発表者が様々な国からお越しになり、大変インタ－
ナショナルな感じがしました。将来的に、世界農業遺産
の認定はおおいたブランドの強化、地域の活性化、観
光客誘致にとても大きな影響があるでしょう！

写真

（写真）FAO本部の屋上から、ローマの伝統的な町並みが見えました。

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！

（杵築市）
城下町「勘定場の坂」

（杵築市）
1393年築城「杵築城」

（豊後高田市）
懐かしの「昭和の町」

（豊後高田市）
国宝「富貴寺」
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