
氏名 Name 金宥成     

   日付 Date     2020.11.13.      

 

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 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 

《 防災訓練打ち合わせ                              》 

 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  

《 ユニバーサルデザイン普及啓発冊子おおた UD ライフ 作成インタビュー 》 

■ その他 Other 

《 区内研修                                    》 

 

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 

区内研修 １回 

facebook.com/meiji1111 

 

★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 

区内研修について 

限られた時間に、区内の様々な場所を見学させてとてもためになりました。 

尚、見学だけではなく、各所について分かりやすい説明もあり、今後活動に参考になり

ました。 

意見としては、今後は見学だけではなく、大田区大使として、様々な意見を交換したり、

良い事例を紹介して頂いたりすることはどうかと思います。 

 

今回、区内研修で見学になりました「羽田周辺開発」について以下のように述べたいと

思います。 

まず、空港周辺を活用することはとても良いと思いますが、何か所疑問がありました。 

１．まず、活用のテーマが少し不明でした。 

例えば、ショッピングタウンなのか、国際会議場なのか、はっきりしたテーマを決めて

調成されたらどうかなと思いました。例えば、ショッピングなら羽田国際空港向け、大

型免税店やアウトレット、国際会議場ならお台場の国際展示場のような展示場の設けな

ど、はっきりしたテーマ 

韓国の良い事例：ソウルの「金浦国際空港」の場合、「仁川国際空港」の開港の為、一時

的国内線のみ運航していましたが、２００２年ワールドカップと共に、国際空港に戻り

ました。これに合わせ、空港周辺再開発が行われ、「ロッテグループ」が事業者として選

定されました。飛行機を利用しない人々に対して、空港まで足を運ばせる為、周辺に「ロ

ッテマート」という超大型スーパー、映画館、アウトレット（韓国の中小企業製品を中

心に）などを設けており、週末には空港非利用者が数多く訪問しています。 

２．自然資源の活用 

現地建物は、飛行機の離着陸の為、周りに高層ビルが建てられないですが、逆に言えば、

周りに高層ビルがない為、日照量が長くて多いということです。それで、建物の屋根な

どに太陽光パンネルなどを設置して、自然エネルギーを活用したらどうかと思いまし

た。尚、太陽光発電以外に、周りに建物があまりなく、風も強い為、風力発電も出来る

のではないかと思いました。以上。 

○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 


