
氏名 Name 齋藤ルタイティップ  

   日付 Date       2022/12/15     

 

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 

《 大使交流会                             》 

 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 

《                                        》 

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 

●OTAふれあいフェスタ 

●おおたオープンファクトリー 

●Ota スポーツで国際交流 

●大田区民ニュース 

 ビール列車 

●大田区観光センタ 

 羽田空港のクリスマスツリー 

●おおた大使交流会 

6 件 

 

★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. 

11/26におおた国際交流センター（Minto Ota）で、おおた大使交流会がありました。ここ

では、区内のグルメ紹介、日本のマンガ体験教室があり、午後からは多摩川スカイブリッジと

羽田イノベーションシティの散歩をしました。 

グルメ紹介は、おおた観光情報センターの職員の方から、ラーメン・餃子などのグルメマッ

プを頂き、大田区の各エリアの有名店も紹介していただきました。 

マンガ体験教室では、プロの漫画家であるうりゅー紗伽（しゃか）先生をお招きして、マンガ

の原稿に色を塗ったりトーンを貼るなどの体験をしました。 

 

グルメマップとまんが体験教室の風景 

おおた観光情報センター 

URL https://tokyoactivity.com/ja/ 

うりゅー先生 

Instagram @shagatan 

URL https://ameblo.jp/shagatan 

 



 

多摩川スカイブリッジは、今年の 3 月に開通した大田区と川崎市を結ぶ橋です。当日は、あ

いにく曇っていましたが、晴れた日は富士山も見えるそうです。お天気の良い日に運動がてら、

歩きに行ってみてください。羽田イノベーションシティは、去年来た時よりもレストランがい

っぱい増えていました。一度行かれた方もまた行ってみてください。新しい発見や出会いがあ

るかもしれません。 

 

多摩川スカイブリッジからの眺めと羽田イノベーションシティ 

羽田イノベーションシティ 

URL https://haneda-innovation-city.com/ 

 

  



 

○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 

 

さつまっこ らーめん 

大田区に 4 店舗を構え 45 年以上の歴史を持ち、“地元・大田区のソウルフード”を目指して営業を続

けられています。ラーメンは、しょうゆ豚骨スープ、もっちとした食感の太麺とチャーシューが特徴で

す。メニューには、店名を冠したさつまっこらーめんのほかにも、野菜ラーメンや厚切りのチャーシュ

ーが乗ったチャーシューめん、つけ麺など色々なバリエーションがあります。また、サイドメニューの

ぶためしを頼んで、ラーメンの汁と一緒に食べるのもとてもおいしいですよ。我が家は、みんな大好き

で約 20 年お世話になっています。まだの方は是非とも一度ご賞味ください。 

 

 

らーめんやつけめん 

 

さつまっこらーめん 

URL https://www.satsumakko.com/ 

 


