
氏名 Name EGA DIONI PUTRI エガ　ディオ二　プトリ
日付Date   　２０２２年９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
● 大森東特別出張所で展示する「母の国レシピ」にまだ取り組んでいます。両方国際都市・多文化
共生推進課と大森東特別出張所からお手伝いもらうことが嬉しいです。

● 地域のイベントをサポートために、「穴守稲荷神社の献灯祭」「HiCityの夏祭り」に来ました。
● PR動画用に、大田区のハラール・ムスリムフレンドリーレストランを撮影しました。
● 大田区の隣会に「GOCAカフェ」「日本語スピーチ2022」の情報を共有しました。

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

□ ブログBlogs
■ その他Other

Instagram Stories
● 穴守稲荷神社の献灯祭
● Haneda Innovation City
● パキスタンレストラン「ザ
イカ」

● 新しいハイライト「Ota's
Charms」、おおた大使に
なる前の大田区PRをまと
めてみました

Youtube　（Instagram /Facebook
Story ・WhatsApp・LINEで共有し
ました）

● 穴守稲荷神社の献灯祭
「神社の歴史の話も入っ
ています」

LINEグループ・面会
● GOCAカフェ
● 日本語スピーチ2022
● 大田区でコロナ検査流れ
経験を共有しました

８

★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.

穴守稲荷神社の献灯祭にとても感動しました。アートの感覚を重く感じました。
動画を作成時、そのイベントや神社の歴史を話す記事をたくさん読んだ後、もっと驚いた。宗教がある人として、
大田区が有名な池上本門寺と穴守稲荷神社のある非常に宗教的な都市であることを知って驚きました。

献灯祭の後、Haneda Innovation Cityへ行きました。夏祭りというイベントに見たかったけど、そこについたら、
想像していたお祭りとは雰囲気が違ってビックリしました。ショッピングモールににていると思った。私たちが来た
時、やっている店もあまりなくて、私たちが食べられるレストランもなかった。でも、デックで飛行機を見られるし、
FootSpaもできるので、子供たちは楽しかった。残念ながら、私たちはすでに浴衣を着ていましたが、宣伝されて
いるようにカフェで飲み物を購入するときに割引を受けませんでした。またチャンスがあったら、昼でHiCityに行
きたいです。もし、そこに来たかったら、店・行事の営業時間をチェックください。

○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

＊大田区オススメHalal/Muslim-friendlyレストランをご初回します
＊家族と一緒に楽しめる紅葉場所をご紹介したいです

＊How OTA CITY supports陽性患者

写真

献灯祭



https://youtu.be/wAmkDXekMAo






