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安心院産ぶどうを原料とする「安心院ワイン」は、1974年の発売後、 
次々と新商品を生み出し、今では20を超えるラインナップを製造。 
公開型ワイナリー「安心院葡萄酒工房」も開設し、全国ワインコンテスト
で毎年受賞を重ねる高品質の地ワインとなっています。 

大分県 News Letter 2017年3月号 

日本一のおんせん県おおいた 味力発信マガジン 
みりょく 

 九州・大分県は日本一の「おんせん県おおいた」の名の通り温泉の湧出量、源泉数ともに全国１位。
昨年「シンフロ」も大きな話題となったおおいたの魅力は温泉だけにとどまらず、グルメや特産品など
の“味力”も豊富です。そんな大分県の観光や物産、芸術、文化といった旬の魅力を毎月お届けします。 

青春爆発！「ゆけ、シンフロ部！」がまたまた表彰！？ 

イベント盛りだくさんの春到来！大分県は移住人気も上昇中！ 

今年は 
 酉年！ 

昨年収穫された、安心院産ぶどうで仕込んだワインを樽から抜き数量限定で販売する「安心院葡萄酒
工房 2017年樽開き」が今年も開催されます。開催期間中は、大分県内外で活躍するミュージシャン
によるコンサート「杜の音楽会」でゆっくりとした春の時間をワインと共に楽しむことができます。
その他スタンプラリーやステンレスアートの展示即売会なども開催されます。 

大分自慢のご当地ワインを堪能！ 

安心院葡萄酒工房 2017年樽開きが開催！ 

日 程：2017年4月8日（土）9:00～17:00、4月9日（日）9:00～16:00 
場 所：安心院葡萄酒工房（ 〒872-0521 大分県宇佐市安心院町下毛798） 
公式HP: http://www.city.usa.oita.jp/site/kanko-event/39063.html 

昨年10月より公開し大きな話題を呼んだ大分県の移住促進プロモーション動画「ゆけ、シンフロ部！」が、 
『デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー‘16／第 22 回 AMD アワード』において、「リージョナル賞
（Regional Achievement Award）」を受賞いたしました。受賞した理由として「女子高生によるシンフロ部
の活動と、「シンフロジェクションマッピング」、そして 「おんせん県はお湯を沸かして待ってるよ」という
メッセージで、テレビCMだけではなく、ネット上での拡散により、地域の活性化に大いに貢献した。」と評価
されました。詳しくはこちら https://amd.or.jp/pressrelease/2017/20170301_22th_amdaward_info.pdf 

青春爆発！「ゆけ、シンフロ部！」がまたまた表彰へ 

第22回AMDアワードで「リージョナル賞」を受賞！ 

https://amd.or.jp/pressrelease/2017/20170301_22th_amdaward_info.pdf
https://amd.or.jp/pressrelease/2017/20170301_22th_amdaward_info.pdf
https://amd.or.jp/pressrelease/2017/20170301_22th_amdaward_info.pdf
https://amd.or.jp/pressrelease/2017/20170301_22th_amdaward_info.pdf
https://amd.or.jp/pressrelease/2017/20170301_22th_amdaward_info.pdf
https://amd.or.jp/pressrelease/2017/20170301_22th_amdaward_info.pdf
https://amd.or.jp/pressrelease/2017/20170301_22th_amdaward_info.pdf


報道関係各位 
2017年3月吉日 
大分県PR事務局 

＜本件に関する報道関係者お問い合わせ先＞ 大分県PR事務局 担当：船越 ･ 神保・広野 
TEL: 03-5572-6071  FAX: 03-5572-6075 Mail: oita@vectorinc.co.jp 

大分県豊後高田市にある長崎鼻キャンプ場内では、今年も、 
毎年春の風物詩である『菜の花フェスタ2017』を開催します。
2000万本の菜の花畑を散策するコースを公開し、春が近づく 
長崎鼻を散策いただけます。さらに期間中はグルメも充実し、
花の岬茶屋では、菜の花オイルを味わう「菜の花ソフトクリー
ム」や「菜の花油でフライした天ぷら」が登場！また、ショッ
プOLIOや、レストランfioreも「菜の花フェスタ」限定メ
ニューが登場します。 

豊後高田“昭和の町”では、懐かしのレトロカーも大集合 

『菜の花フェスタ2017』開催！3月18日(土)～4月9日(日) 

日 程：2017年3月18日（土）～4月9日（日）9：00～17：00 
場 所：花とアートの岬 長崎鼻（豊後高田市見目4060 ） 
昭和の町 豊後高田市公式観光サイト
http://www.showanomachi.com/events/detail/82 

懐かしさあふれる「昭和の町」でレトロカーが大集合！ 

昭和の名車や旧車を披露する「第１３回『昭和の町』レトロ
カー大集合」を開催いたします。全国から実際にオーナーが
運転してきた、今も現役で活躍中の昭和レトロな100台を超え
る名車・旧車が展示されます。時代を感じる車体のデザイン
やエンジン音など、懐かしさいっぱいです。 

日 程：2017年3月19日（日） 10：00～15：00 
場 所：昭和の町駐車場（ 〒879-0628 大分県豊後高田市新町989−1 ） 
昭和の町 豊後高田市公式観光サイト
http://www.showanomachi.com/events/detail/79 

 のんべえ大集合！八鹿酒造敷地内から昭和にタイムスリップ？ 

『第22回 なしか！祭り』開催 4月9日(日) 

大分県九重町にある八鹿酒造敷地内で、昭和にタイムスリップしたかのような懐かしさが味わえる
「なしか！祭り」が4月9日(日)に開催されます。OBS大分放送のラジオ番組「夕方なしか」の収録
をはじめ、地元の郷土芸能などが催されるほか、たくさんの屋台が出店します。できたてのお酒やオ
リジナルカクテルも飲むことができ、ほろよい気分でお祭りを満喫できます。 
 

日 程： 2017年4月9日（日）10:00～16:00 
場 所： 大分県九重町 八鹿酒造 敷地内（〒879 - 4601 大分県九重町右田3364） 
九重町観光協会 http://www.kokonoe-k.com/ 
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竹田の城下町を練り歩く大名行列は、まるで戦国時代 

日本桜名所100選の「岡城桜まつり」が今年も開催 

大分県竹田市で、第69回「岡城桜まつり」が2017年4月2日（日）に開催されます。日本桜名所100選に

選ばれた「岡城阯」から武家屋敷通りなど竹田の城下町を練り歩く 

日程：2017年4月2日（日） 場所：大分県竹田市城下町一帯、岡城跡 
問合せ：岡城桜まつり実行委員会 (竹田観光案内所) 0974-63-2638  
大分県竹田市観光情報サイト「タケタン！」 http://www.taketan.jp/ 

大名行列 甲冑武者行列 肥後熊本藩 葦北鉄砲隊による演武  騎馬武者早駆け  

大名行列や甲冑武者行列、肥後熊本

藩葦北鉄砲隊演武、騎馬武者 

早駆けが見どころです。 

 

※城下町内は交通規制が9～16時の

間ありますのでご注意ください。 

※天候によりコースが変更になる場

合がございます。 

竹田の天然シュワシュワの「泡風呂」が‘大人気！ 

長湯温泉「ラムネ温泉館」に注目集まる 

大分県竹田市の「ラムネ温泉」は炭酸泉で有名な長湯温泉の代表的な温泉です。有名な建築家・東京
大学名誉教授で建築家の藤森照信先生が設計したユニークな作りをした温泉で、炭酸泉の温泉はラム
ネの中に入ったようなシュワシュワ感があり人気が高く、多くの人が訪れています。 

ラムネ温泉館 〒878-0402 大分県竹田市直入町大字長湯7676-2 
電話＆ＦＡＸ：0974-75-2620 

炭酸ガスには、心臓病、胃腸病、リウマチなどに効果があり、入浴することにより体内
に炭酸ガスが吸収され、それが全身の血管を拡張して血流をスムーズにします。長湯温
泉は、重炭酸イオンとカルシウム、マグネシウムを多量に含み、その上に鉄分も含有し
ていますので、アレルギー性疾患や慢性の皮膚炎、ジンマシンに効果があります。 

http://www.taketan.jp/
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 豊後大野市は、大分県最大のさといもの名産地！ 

豊後大野さといも「里丸くん」が登場 

大分県の南西部に位置する豊後大野市は、祖母山、傾山、佩盾山、阿蘇外輪山などの山々、大小の河川に 

囲まれ、県内最大のさといもの名産地です。その広大な地形は農地耕作にふさわしく、「大分の野菜畑」と

呼ばれるほど多彩な野菜が栽培されています。中でも豊後大野市が今、全国に自信を持って発信しているの

が、豊後大野さといも「里丸くん」です。 

おいしくたべたい！里芋料理・アレンジレシピを公開中 

WEBサイト「大分の野菜畑豊後大野さといも」 http://satoimo.jp.net/ 

里芋の鯛めし 里芋の椎茸コロッケ 里芋の揚げシュウマイ 

従来の里芋の脇役イメージを払しょくする里芋アレンジレシピも公開中、ぜひご覧ください。

http://satoimo.jp.net/cooking/ 

サンシャインジュースオンラインショップ http://sunshinejuice.shop-pro.jp/ 

大分県では、サンシャインジュース社と共同で全国収穫量
の約96％を占める風味豊かな大分県産かぼすを6玉分と、
梨・生姜・レモン・ガラナを加えたリカバリージュース
「Sunshine Aid」と、 大分県産かぼすに生姜、レモン、
唐辛子を加えたナチュラルショット「REHAB Shot（Extra 
Vitamin）」の2種類のコラボ商品を販売し、大好評いただ 

いております。そして待望の冷凍版コールドプレスジュースを、サンシャインジュースオンライン
ショップ等で販売開始いたします（今年4月を予定）。これにより東京都内のサンシャインジュース 
4店舗だけでなく全国で大分県産かぼすコラボジュースをお楽しみいただけることとなります。冷凍
版はコールドプレス製法で作ったジュースを急速冷凍することでフレッシュさをキープし、冷凍なの
で長期保存も可能です。好きな時に解凍してすぐ飲めるのが便利です。 

大分県産かぼすを使ったコールドプレスジュースが全国で楽しめる 

冷凍コールドプレスジュース「Sunshine Aid」も発売決定！ 

※写真はイメージです 
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2015年の第9位から2ランクアップ！ 

「2016年 移住希望地域ランキング」で大分県が7位に選出 

大分県はこのたび、NPO法人ふるさと回帰支援センターが発表した「2016年移住希望地域ランキン
グ」※において、2015年の第9位から2ランクアップし、第7位に選ばれました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大分県は、東京・大阪・福岡で毎月「おおいた暮らし塾」（移住相談会）を開催し、移住相談ブース
の出展や説明会を行っております。移住をお考えの方や大分県に関心を持たれている方は、ぜひお気
軽にお越し下さい。開催情報は、随時「おおいた暮らし」のホームページに掲載していきますのでご
確認ください。また、東京都、大阪市、福岡市には常設の相談窓口を設置していますので、こちらも
お気軽にお訪ねください。（詳しくは http//www.iju-oita.jp） 
※「2016移住希望地域ランキング」はNPO法人ふるさと回帰支援センターの来場者を対象にアンケー
ト調査したものです。（調査時期：2016年1月～12月、有効回答数：6,777件） 

 九州の楽しみ方を新提案！東九州自動車道を縦断する 

「フェリーで行く！ドライブ東九州の旅」が発売！ 

◎明礬温泉 湯の里 ◎地獄蒸しプリン ◎べっぷ火の海まつり ◎地獄めぐり 

JTBサン＆サン西日本では、選べるフェリーとマイカー利用で北九州～宮崎市までを周遊する「フェ
リーで行く！東九州の旅」を3月11日(土)より発売開始いたしました。往復フェリーと宿泊1泊付で、
12,200円～26,300円でお楽しみいただけます。(詳しくは http://ebook.jtb.co.jp/book/?A2502#1) 

★別府で遊ぼう！ 

◎竹瓦温泉 ◎地獄蒸し料理 

◎CITY SPAてんくう ◎関あじ・関さば 

★大分市で遊ぼう！ 

◎うみたまご ◎とり天 ◎高崎山自然動物園 
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おんせん県おおいたとアルゲリッチ音楽祭の味力を発信！ 

『OITA PEACE SYMPHONY』の再生回数が100万回を突破！ 

『OITA PEACE SYMPHONY』 2017年別府アルゲリッチ音楽祭 
https://youtu.be/feSRuQ3Jdb0 

第19回別府アルゲリッチ音楽祭、今回は5月17日に世界的指揮者の小澤征爾さんを迎え、アルゲリッ
チとの夢の共演をお届けします。開催に先立ち、現在Youtubeで公開中のプロモーション動画
『OITA PEACE SYMPHONY』が、今年2月7日の公開開始からわずか4週間で再生回数100万回を突
破いたしました。温泉や食のほか、さまざまな観光名所や文化など、大分県の魅力をアルゲリッチの
音楽に乗せてたっぷり紹介するこの動画を、是非ご覧ください。 

 こどもの日だ！ジャンボこいのぼりをくぐり抜けよう！ 

「第68回 日本童話祭」が開催決定！ 

大分県玖珠町で毎年こどもの日に開催する日本童話祭は「日本の
アンデルセン」と称される玖珠町出身の口演童話家・久留島武彦
のお話活動50年の功績を称え、昭和25年に始まった行事です。 
現在は町内の２つの会場で開催されており、童話祭のシンボルで
あるジャンボこいのぼり（三島会場の赤鯉のくぐり抜け[35ｍ] 、
河川敷会場の黒鯉[60ｍ] が大人気です。55ｍの青鯉は河川敷会
場の大空を泳ぎ、人形劇や紙芝居、木工教室、子ども太鼓フェス
ティバル、魚のつかみどりなど家族で楽しめる遊びが盛りだくさ
んです。 

日 程： 2017年5月5日（金） 
場 所： 玖珠町大字森 三島公園一帯（〒879-4404）、玖珠町大字帆足 玖珠川河川敷運動広場（〒879-4403） 
お問い合わせ： 〒879-4492 大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268-5 
       社会教育課 日本童話祭実行委員会 （ 電話番号 0973-72-7151  FAX番号 0973-72-5663） 
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