
氏名   Name               Giglio, Emanuele Davide  
  日付      Date     　         2019/12/13                                 

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 15  th   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

《①１１月３日（土） 妻・山代ジリオ玉緒とおおたふれあいフェスタ・国際ステージにて共演；②
１１月１５日（金）大田区観光情報センター事業委員会（大田区役所９階９０２会議室）に参加；
③１１月１６日（土）大田区新基本計画策定（大田区役所２階）に係る区民ワークショップ》

 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

《④１１月２３日・２４日（土・日）蒲田駅西口・駅前広場にて妻・山代ジリオ玉緒（企画者）と
国際都市おおた芸術祭に実行委員会副会長として参加し、店舗（哲学カウンセリング・コーナー＆
哲学のミニ講座「思考の工房」：哲学の力を使って現代社会の問題を考えよう）を設置》

 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 

《⑤１１月１２日（火）大田区第八大森中学校国際交流会にてイタリア文化をご紹介》

 その他 Other

《　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            》
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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

①１１月３日
（土） 妻・山代ジ
リオ玉緒とおおた
ふれいフェスタ・
国際ステージにて
共演

④１１月２３日・
２４日（土・日）
蒲田駅西口・駅前
広場にて妻・山代
ジリオ玉緒（企画
者）と国際都市お
おた芸術祭

⑤１１月１２日
（火）大田区第八
大森中学校国際交
流会にてイタリア
文化をご紹介

①妻・山代ジリオ玉緒と二ヶ

国語（英語・日本語）で

Facebook にて投稿（１回）

④参加者で友人と Facebook

にて投稿（１回）、妻と投稿

（１回）

⑤他の大使と Facebook にて

投稿（2 回）

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

④国際都市おおた芸術祭：最初の日は悪天候によって一部は出来なくなってしまいまし

たが、二日目はお蔭様で好天に恵まれ、大成功になりました。出展者とお客様も含めて
合計で３０ヶ国からの区内在住の参加者に来ていただけました。ステージ前には常に何
十人ものお客様がいらしていました。私が設けた店舗（哲学カウンセリング＆哲学のミ
ニ講座「思考の工房」）も、マイクのミニシステムを使い、「哲学から見た現代社会」
についてのミニ講座を流し始めましたら、何人ものお客様が関心をもって聞きに集まっ
てくださいました。初日とあわせて合計で１５人ほどのお客様が哲学カウンセリングを
受けてくださいました。テーマは「むなしさ」から「技術の時代と人々の心の変化」
「技術の時代と人生の意味」「技術の普及とこれまでの価値観の崩壊」まで、幅広いも
のになりました。塾の倫理学の先生とお医者さんの母親とも友達になり、お客様から本
の情報やプレゼントもいただきました。私自身も参加してくださった方にはお菓子を差
し上げました。

○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


