
 

 

         氏名 Name  EGA DIONI PUTRI (エガ ディオニ プトリ)  

  日付 Date 2022 年 8 月 15 日      

 

国際都市おおた大使活動報告レポート  
Cool OTA-KU Ambassador Monthly Report   

（前月分のレポートを翌月 15 日までに kokusai@city.ota.tokyo.jp に送ってください） 

(Please send your monthly report to the above email address by the 15th of each month) 

 

1. 今月は国際都市おおた大使としてどのような活動をしましたか？ 

What activities have you carried out as an ambassador this month? 

    (該当するものにチェックをして詳細を記入してください。いくつでも可) 

（Please tick the appropriate box(es) and write down details of your activities） 

□ 来賓として登壇したり、紹介・挨拶があったイベント 

Events attended as an important guest / events where you were introduced or gave a speech 

《                                        》 

□ 主催者側として参加したもの 例：ﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰや交流ｲﾍﾞﾝﾄなど 

Events which you helped to organize   e.g. fashion shows or exchange events 

《                                        》 

□ 講師、会議、研究会等のﾒﾝﾊﾞｰ、通訳等、知識・経験を必要とするもの 

Activities requiring skill / knowledge  e.g. lectures, conferences, research groups, interpreting  

《                                        》 

■  その他 Other  

《 母国であるインドメシアの料理を紹介する「母国のおすすめレシピ」という企画のために、 

料理を練習し、レシピを書きました。 

Practiced and wrote recipe from my country, Indonesia, for 「母国のおすすめレシ

ピ」     》 

 

《  大田区の魅力を紹介するビデオを作りました。  

 Created some videos to promote Ota’s City Charms    》 

 

《  国際都市おおた大使としての新しい活動を SNS に発信したところ、友人から大田区や、外国人 

のための区の企画や制度（GOCA Caféや Minto Ota で開催されている日本語教室、住民補 

助等）に参加する機会について質問されるようになりました。 
Shared my new activity as Ota Ambassador on my SNS and spreaded the news that this program 
exists that encouraged my friends to ask me some questions about Ota City and the opportunity 
to participate in Ota’s programs for foreigners, i.e. GOCA Cafe, Japanese private lesson by Minto, 

government’s subsidies for residents, etc.  》 
 

2. 今月の大田区 PR 情報発信について Promotion of Ota City as an ambassador 

（Please tick the appropriate box(es) and write down details） 

発信媒体 
PR medium 

発信した内容 
PR contents 

大田区 PR情報の掲載回数 

Number of posts promoting Ota 
City information 

■ Facebook 等ＳＮＳ 

Facebook or other social media 
 
 
 
 
 
 

池上地区の日の出の空 

Sunrise Sky in Ikegami 

Area 

https://www.instagram.co

m/p/CfrztmPhGrV/ 

 

大森ふるさとの浜辺公園で

3 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ ブログ Blogs 

□ その他 Other 

したこと 

What to Do in Omori 

Furusato no Hamabe koen 

https://www.instagram.co

m/p/CgKMpkhFQtb/ 

 

夏の洗足池公園の楽しみ方

の紹介（完全版） 

Most Complete Guide to 

Enjoy Senzokuike Park in 

the Summer 

http://youtu.be/YPLX8yX

y7o4 

 

 

 
 

★欄が足りない場合は、付け足してください。Please feel free to add more cells if you have carried 

out lots of different promotions! 
 

3. 参加した大田区のイベントの感想・大田区の魅力など PR についてご記入ください。 

写真があれば写真も添付してください。 

Please tell us your thoughts on the Ota City event(s) you have attended, or write about your 
PR of Ota City’s attractions. If you have photographs, please attach them to this report. 

※大田区 HP にアップさせていただく場合もございます。 

These may be uploaded to the Ota City homepage.  

※別紙でのご提出も可能です。 

You can submit these essays and photographs on a separate sheet if you wish. 
 

○イベントの感想など  Your impressions of Ota City’s event(s) etc. 
 
 

GOCA Cafe 

小学生の子どものお世話のため、私は参加できませんでしたが、友達にこのイベントを紹介しまし

た。友達からは、とても楽しく、また参加したいという話を聞きました。また、はねぴょんグッズも

送ってくれました。 

 

友達は、なぜ数人しかイベントに来ていないだろうかと残念に感じていました。イベントの情報を、

もっと多くのコミュニティや場所で発信する必要があると思います。 

 

実際に、インドネシア人の友達は、興味はあるけれども、日本語能力にためらいを感じていました。

また横浜在住、大田区在勤のマレーシア人の友達は、はねぴょんグッズが欲しいと話していたので、

機会があれば、おおた国際交流センターや GOCA 主催のイベントに参加するよう勧めました。 

 

GOCA Cafe 

I didn’t attend it because I had a duty in my kid’s elementary school, but I was told by 

my friend whom I invited to this event that she enjoyed it so much and wanted to join 

again. She sent me her Hanepyon souvenirs. 

  



 

 

 
 

She just regretted why only a few people were coming. I think we need to share information 

about our events in more community circles and more platforms.  

 

Some of my Indonesian friends were actually also interested, but they still felt hesitant with 

their Nihongo abilities. Another friend from Malaysia who is working in Ota City, but living 

in Yokohama told me that she wanted to have Hanepyon souvenirs too, so I encouraged 

her to participate in Minto/GOCA’s programs if any.  

 

 

○大田区の PR/大田区の紹介したい場所・こと   
Ota City PR / A place or thing in Ota City which you’d like to promote 
 

来月は、次のことについて記事や動画を作成する予定です。 

 － 大田区で暑い夏を子どもと過ごすための家での過ごし方 

 － 大田区で落葉を楽しむためのおすすめのスポーツ 
 
For the next month, I plan to create content (article or video) about: 

- Indoor options to spend hot summer days with kids in Ota 

- Recommended spots to enjoy autumn foliage in Ota 


