クリーンアップ隊のおそうじエリアマップ

Let's Join The Cleanup Roppongi Project !

緑の部分が
おそうじエリアです。

毎月第3土曜日の午前中、六本木ヒルズ自治会が中心になって、六本木の街のゴミ拾いを
する、清掃ボランティアを行っています。みなさまのご参加をお待ちしています。
The Roppongi cleanup is conducted in the morning on the third Saturday of
every month by a team of cleanup volunteers, primarily from the Roppongi
Hills Neighborhood Association, who pick up rubbish around Roppongi Hills.

毎回 80 名ほどの参加者が、5つのグループに分か
れて活動しています。
今後の予定：3月19日
（土）
、4 月16日
（土）AM 9 : 00より
問・申込み先：03-6406-6383 担当：大塚、森川
Inquiries about joining the
cleanup team : 03-6406-6383
Contact : Otsuka, Morikawa

おそうじ体験日記
株式会社グッドウィル
穴澤禎二さん（36歳）
原会長とレジデンスにお住まいの佐藤宏之さんは、

2003 年 12 月に始まったクリーンアップを、毎月欠か
さず 1 年間ご出席。おニ人には感謝をこめて、岡部ゆ美
環境美化部会長から金の火バサミが贈られました。
Awards presented for perfect attendance!

おいもの差し入れも！
早 起 きし て
蒸かしてくれた
みなさま。ごち
そうさまでした。

Information

お花 見シーズ
ン 到 来！

六本木ヒルズ春祭り
トアップは
4/1（金）〜 4/3（日）桜のライ
3月中旬からの予定

Amazingly, Chairman Tamotsu Hara and Mr. Sato of
the Residences had not missed a single monthly
cleanup during the year
since
the
inaugural
cleanup in December
2003. In recognition of
their dedication, the pair
were presented with
通 常 の火ばさみよりも
gold tongs by Yumi
長いボティ。腰を痛めずに、
Okabe, chairman of the
environment and beauti- ごみ を 拾 える優 れ も の !
金色に輝く火バサミです。
fication subcommittee.

六本木ヒルズができる前からここにあった毛利庭園
の大きな桜と、さくら坂の若い並木が桜の開花にあわ
せてライトアップされます。
4/1〜 4/3は屋台村もできて賑やかなお祭りになり
そう。もちろん自治会も屋台を出して参加します。お手
伝いできる方を募集しています。
The flower-viewing season is on its way!
Roppongi Hills Spring Festival
Festival April 1 (Fri.) - 3 (Sun.)
*Cherry-tree illumination to begin in mid-March
The large cherry trees in the Mohri Garden, which
predates Roppongi Hills, and the avenue of young
trees along Sakurazaka-dori will be illuminated to
coincide with the blossoms coming into bloom.
Stalls will also be set up, which is sure to
guarantee a lively carnival atmosphere. Of course,
the Roppongi Hills Community Council will be there
as well with its own stall, so come along and show
your support!

普段は、人材派遣 の 営
業 をして い ます。仕 事
柄、多くの企業を訪問しますが、大きな企
業ほど、敷地内にごみがなくとてもきれい
になっています。 掃除はすべての基本
だと、取引先の社長さんから教わりました。
六本木クリーンアップは、オフィスエレベ
ーター内の映像モニターで知ったのが、
参加のきっかけです。その後、参加した自
分の姿も、エレベーター内で映ったことで、
社内で評判がひろがり、最近では、参加の
輪も広がりました。

会合のおしらせ
3月中旬 部会長会議
4/12（火）19:00〜 定例理事会

ごあいさつ
自治会ニュースが発行になりました。
楽しい話題を、どんどんとお届けします。
お楽しみに。
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