
氏名 Name     グエン タン ドン   

   日付 Date      2023/01/15    

 

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  

《大田区観光情報センター事業運営委員会                      》 

☑  その他 Other 

《大森第四小学校 国際交流                            》 

 

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 

鵜木のお絵かき大会、 

田園調布駅のクリスマ

スツリー、 

スポーツで国際交流

2022、GOCACafe 書道、

大田銭湯マップ 

5 

 

★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! 



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

 12 月 11 日昭和島二丁目公園フットサル場で「Ota スポーツで国際交流」に参加しま

した。大田区で暮らす・働く・学ぶ日本人と外国人の若い者一緒にサッカーをするとい

うイベントです。今年は 2 回目です。With コロナ時代に、運動不足やストレスを感じや

すいと思いますが、このイベントはとても面白かったです。年齢や性別にかかわらず、

チームで誰でも参加できます。また、12 月はカタールで行われるサッカーワールドカッ

プ 2022 大会もありました。テレビを見るのが好きですが、公園でサッカーをしながら

好きな選手や試合結果などを話して本当に楽しかったです。国籍や言葉の壁を越えて、

スポーツで交流できる素晴らしいイベントでした。是非、来年も参加してみてください。 

 

 

 

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 

 明けましておめでとうございます。冬のシーズンは寒いですね。冬には海苔の収穫の

時期です。今回は皆さんに「大森海苔のふるさと館」で行われている「海苔養殖の一年

と冬の一日」の展示会を紹介したいと思います。 

 大田区の海苔養殖は江戸時代中期に始まり、昭和 38（1963）年春まで行われました。

当時の作業はすべて手作業で、簡易な道具は生産者自らが手作りしていました。そのた

めシーズン最初の仕事は、夏に陸での道具作りから始まりました。秋には漁場の場割り

や種付けなど海での準備を行い、冬には海苔の収穫の時期を迎えました。 

 収穫期の作業は、海苔採りから始まり、翌日は早朝から海苔付けをおこなって、完成

した乾し海苔の入札をするという 2 日がかりの作業でした。そして、春になると漁場の

片づけをして一年に渡る作業が終わります。このように海苔養殖には多くの作業があり

ました。 

 今回の企画展では、当時の海苔養殖の作業に関する写真を展示します。一年間の作業

の流れとともに、冬の収穫期の一日の作業も解説します、この展示を通して、海苔養殖

の歴史や技術に関心を持っていただければ幸いです。また、「大森海苔のふるさと館」

には毎月「海苔つけ体験」や「大森の伝統を学ぶ海苔つけ体験」などのイベントを開催

します。無料で参加できます。詳細は https://www.norimuseum.com/にご覧ください。 

 

 


