
氏名 Name シヤハラウイ ワリド     

   日付 Date   2021/02/10    

 

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 

《２０２１年のドバイエキスポに、大田区の写真を SNS 等でシェアしました。その他のイベントで

大田区を紹介する機会もありましたが、特別な“来賓”ではありませんでした。   》 

 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 

《日本ではまだ主催者側としてイベントに参加したことありません。           》 

 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  

《電子材料に頼らずに血液ポンプを設計しようとしています。電子材料のものは止まる恐れがある

ので、それより“機械式”の方がより安全です。機械式の方は自然に近いし、医療産業でも使うこ

とがよくあるらしいです。》 

 その他 Other 

《1)私は、高齢者や子供たちの副鼻腔に危険をもたらし、呼吸器系の慢性疾患を引き起こす可能性の

ある、真菌性疾患に苦しむ木々を治療します。 

2) 3 つの庭に 3 種類の実のなるヤシの木を植えてみました。 

3) プレスリリースの記事をいくつか書いています 

4) SMART 言語を作ろうとしています                    》 

 

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 

mailto:kokusai@city.ota.tokyo.jp


 Facebook 等ＳＮＳ 

Facebook or other social 

media 

 ブログ Blogs 

☑ その他 Other 

【デジタル PR】 

インスタやブログ等のソー

シャルメディアによる PR

を行いました。 

【アナログ PR】 

雑誌に連絡しましたがまだ

返事待ちです。 

 35 

 

★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. 

 

○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 

大田区の第一印象: 

 １）とてもきれい！ 

大田区にある道は本当にきれいです。例えば、蒲田、大森、大井町、六郷土手などにある道。 

 ２）犯罪が少ない！ 

観光客にとって、どこを訪れるかを決めるときに一番初めに気になるのは、その場所の「安全性」です。

大田区はとても安全です。 

 ３）きれいな建築がたくさん！ 

たまに強い地震があるのに関わらず、伝統的な建物もモダーンな建物がそれに影響されずに残り続けてい

ます。 

４）フランス料理、イタリア料理、伝統的な居酒屋、イギリス系のパブ等の多様性のある飲食店

がたくさんある「西蒲田」のことをグローバルの雑誌に PR していきたいと思います。商店街も面白

いと思います。 

５）東邦大学を他の外国人におすすめしたいと思います。本当に興味深い場所です。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


