
氏名 Name     グエン タン ドン   

   日付 Date      2023/02/14    

 

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 

《令和 5 年大田区新春のつどい                          》 

 

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 

『「おおた大使が伝授す

る！母国のおすすめレ

シ ピ 」 パ ネ ル 展 』、

Haneda Airport Walking 

Tour、大田区立勝海舟

記念館、新田神社、蒲

田商店街など 
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★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 



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

 2023 年 1 月 4 日に日本工学院片柳アリーナで『令和 5 年大田区新春のつどい』に参加

しました。大勢集まるのは 3 年ぶりです。松原忠義大田区長や鈴木隆之大田区議会議長

より挨拶に続き、音楽と笛と和太鼓の演奏を見ました。新型コロナウイルスの感染まだ

流行していますが、安全安心なイベントを開催できるのがとても素晴らしいことです。 

今年は地域の祭りが開催できる事を心からお祈り申し上げます。そして、大田区の魅力

を世界に発信する活動を全力で頑張ります。

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○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 

先日、羽田空港に行って羽田エアポートガーデンを発見しましたので、皆さんに紹介

したいと思います。羽田エアポートガーデンは、東京都大田区羽田空港に所在する住友

不動産による複合商業施設です。羽田空港第 3 ターミナルと連絡通路を介し直結してい

ます。連絡通路にたくさんお店があります。例えば、京都のお土産やお菓子や抹茶など

も買えます。そして、羽田エアポートガーデンに高級なホテルと美味しい料理屋があり

ます。一番紹介したいのが「泉天空の湯」という温泉施設です。岩盤浴、サウナ、サウ

ナ、露天温泉など素晴らしいところです。寒い日の夕方にお風呂に入って飛行機を見え

るのが最高です。是非、一度行ってみてください。 

 

 

 

 


