
氏名 Name  Jeffrey Cross      

   日付 Date     Nov. 13, 2020    

 

国際都市おおた大使活動報告レポート  

Cool OTA-KU Ambassador November 2020 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） 

 その他 Other 

《 Nov. 15 Ota-ku Disaster Training 11 月 15 日の防災訓練            》 

 

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 

 New building Tokyo 

Tech  

 

東京工業大学  新たな

建物 

 

Disaster training Nov. 15  

Video: Ota Open Factory 

Online Video tour 

 

・11 月 15 日の防災訓練 

・大田区オープンファクトリ

ーオンラインツアー（ビデオ） 

 

★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! 

 

https://www.o-

2.jp/mono/oof2020/contents/oof-to-

the-world/ 

  

mailto:kokusai@city.ota.tokyo.jp


Photos about my activity in Ota-ku from Aug. – Nov. 2020 

大田区での活動に関わる写真（8 月～11 月） 

1. Title My Balcony Bar バルコニーバー 

2. Place: 大田区北嶺町５ 

3. Date Nov, 2020 2020 年 11 月 

4. Comment: After moving to Ota-ku Mansion or Condomium I decided to make make a 

standing bar to enjoy being on my apartment balcony. I made it from a wooden board, L-

shaped metal fittings and varnished it. I sometimes have breakfast on it or drinks at 

night when the weather is good. I can see Kawasaki, Ikegami Hon-monji, Kamata and 

Haneda Control tower as well as airport airplane landings from my balcony.  

  コメント：大田区のマンションに引っ越し、バルコニーを楽しめるためにスタンディングバ

ーを作ることにしました。木板に L字型の金具を付けて作り、最後の仕上げにニスを塗りまし

た。たまに天気が良いときに、そこで朝ごはんを食べたり、夜にお酒を飲んだりします。川崎、

池上本門寺、蒲田、羽田コントロールタワーと飛行機の離着陸は、バルコニーから見えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Photos about Ota-ku 大田区の写真 

1. Title   Zenzoku Ike Tori and Bridge 洗足池鳥居と橋 

2. Place: Zenzoku Ike 洗足池 

3. Date Oct. 23, 2020 10 月 23 日 

4. Comment: Zenzoku ike is near where I work and great place for walking around. It has 

both nature and Japanese culture combined. 洗足池は職場の近くにあり、散歩にいいとこ

ろです。自然も日本文化もあります。 

 

 

 

  



 

Photos about Ota-ku 

1. Title   Sakara Zaka 桜坂 

2. Place: Ota-ku Sakara Zaka 桜坂、大田区 

3. Date Aug 23, 2020 2020 年 8 月 23 日 

4. Comment: I find it interesting that there are many named slopes in Ota-ku which are 

reminders of the area’s long history. I walk up a named slope every day on my way to 

work at Tokyo Tech. In the USA it is rare to have a named sloped but streets have 

names. 大田区には、名前が付いた坂がたくさんあるのは面白いと思います。地域の長い歴

史が感じられます。毎日、東京工業大学での仕事に行くときに、名前が付いた坂を歩きま

す。アメリカでは、名前が付いた坂がめずらしいですが、道は基本的に名前が付いていま

す。



  

 

Photos about Ota-ku 大田区の写真 

1. Title   Hanging out at Katsu KinenKan 勝海舟記念館でぶらぶら 

2. Place: 大田区立勝海舟記念館 

3. Date Oct. 23, 2020 10 月 23 日 

4. Comment: toured the museum, interesting to learn about Katsu’s Life and his travels to 

the USA.  記念館を見回り、勝海舟の人生とアメリカへの派遣について学ぶことができて、

面白かったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Photos about Ota-ku 

1. Title   Ota-ku Disaster Training Group Discussion 大田区総合防災訓練 グループディス

カッション 

2. Place: 大田区総合防災訓練（風水害編） 

3. Date Nov 15, 2020 11 月 15 日 

4. Comment: participated in the disaster training. Learned a lot about potential flood along 

the Tamagawa and various stages related to evacuation. 防災訓練に参加し、多摩川沿い

エリアの水害リスクや、避難のレベル等について学びました。 

 

 

 


