




第2回
�

六本木ヒルズ自治会に新たに加入していただいた企業をご紹介します。�
Here are some of the companies that have recently joined the 
Roppongi Hills Neighborhood Association.

＜会社紹介＞�
J-WAVEは、都会的・おしゃれ・国際派のラジオステー
ションを標榜し、独自にセレクトした音楽と都市生活を
彩るタイムリーな情報をオンエアしながら、いつも新
鮮なムーブメントを発信しています。�

J-WAVE continues to set new trends while 
broadcasting music selected according to its own 
criteria and timely information useful for urban 
living, with the goal of being an urbane and stylish 
radio station with an international flavor.

J-WAVE, Inc.

森タワー33階 J-WAVEメインエントランス。�
天井と床のライトの色は変幻自在とのこと。�

「六本木ヒルズ森タワー33Fからお送りしているJ-WAVE～～。」�
この声は、こんな斬新なスタジオから発信されています。�

株式会社J-WAVE�
代表取締役社長�

井村文彦さん�
Fumihiko Imura, 

President, J-WAVE

番組のゲストやナビゲーター、そしてお客様も、六本木ヒルズにいらっしゃ
ることを、大変楽しみにして下さいます。我々は今後も、ヒルズにいるメリッ
トを最大限に活かしながら、ステーションイメージの高揚に努め、皆様によ
りお楽しみ頂ける番組作りを目指します。また、アリーナやサテライトスタ
ジオを使った人と人との交流は、六本木ヒルズにJ-WAVEがあるからこそ
できること。これからも、六本木ヒルズという素晴らしい「街」に対して、J-
WAVEが出来ることは何かを考え、両者のシナジー効果を模索していきた
いと思います。�

Employees, performers, and staff all look forward to visiting Roppongi 
Hills, home of J-WAVE. Although J-WAVE's office floor area is small, 
the radio station is improving its image by maximizing the benefits of 
being located in the Hills. With a signal that reaches as far as 100 
kilometers away, the station is able to interact with individuals using 
the Arena and its satellite studios, thanks to its location in Roppongi 
Hills. In the future as well, J-WAVE plans to work continually to make 
further contributions.

Starbucks staff take part in cleanup activities
Starbucks Coffee cleans up the vicinity of the Roppongi 
Crossing on the second Sunday of most months. This 
activity is separate from the Roppongi Cleanup 
campaign. Mr. Ohira and Mr. Toda participate actively in 
this effort, serving as central members of the cleanup 
team. Mr. Ohira says, “We conduct these cleanup 
activities by gathering together staff from Roppongi-
area shops. This is an embodiment of Starbucks’ 
mission of ‘making active contributions to global 
society and protecting the environment.’” Mr. Toda 
says, “It makes us happy when our regular customers 
approach us while we are picking up litter and say 
things like, ‘Good job.’”

Notice of installation of a new public mailbox
On June 17, a new public mailbox was installed along 
Roppongi Street next to the Roppongi Hills Metro Hat. 
Another new public mailbox is planned for installation 
on Roppongi Keyakizaka Dori in August.

スターバックス コーヒーでは、六本木クリーンアッ
プとは別に、ほぼ毎月第２日曜日に六本木交差点周
辺の清掃を行っています。その中心となって積極
的に取り組んでいるのが、大平さんと戸田さん。「六
本木地区の店舗スタッフで集まって清掃活動を行
っています。スターバックスでは『地域社会と環境
保護に積極的に貢献する』というミッションがある
ので、それを形にしました」（大平さん）「ゴミを拾
っている時に、常連のお客様に声をかけられたりも
します。『お疲れさま』とか言われるとうれしいも
のですね」（戸田さん）�

“スタバ”スタッフもクリーンアップ�

郵便ポスト新設のお知らせ�

Rice-planting diary
A warm wind began blowing on May 8. A 
group of people planted rice in a field 
located in Keyakizaka Complex Rooftop 
Garden. Jun Kurihara, who lives in the 
Roppongi Hills Residences and 
participated in the rice planting with her 
family, made the following diary entry.

六本木ヒルズレジデンス居住�
栗原正樹さん、虎太郎くん�

純さん�
�

9月19日（祝）　稲刈り・脱穀�
申込・問合せは、森ビル（株）�
タウンマネジメント室 鈴木まで�
103-6406-6383

田んぼ関連イベントの予定�

7月3日（日）投票日　AM7:00～PM8:00�
東京都議会議員選挙　�
東京の未来を決める大事な選挙です。皆さんそろって投票しましょう。六本木
ヒルズレジデンスに住所がある方の投票所は、南山小学校になります。なお、期
日前投票ができる期間は、6月25日（土）～7月2日（土）までの8日間です。�

六本木ヒルズメトロハットの隣、六本木通り沿いに、6月
17日、郵便ポストが新設されました。8月には、六本木け
やき坂通りにも新設予定です。�Tokyo Metropolitan Assembly election

This is an important election that will help determine the future of Tokyo. Don’t 
forget to show up and vote. The polls for residents of the Roppongi Hills 
Residences will be held in Nanzan Elementary School.
You can vote in advance over the eight-day period from Saturday, June 25 
through Saturday, July 2.

Voting day: Sunday, July 3 (7:00 a.m. – 8:00 p.m.)

会合のお知らせ�
8月16日（火）19:00～　定例理事会�
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All three members of our family were born and raised in Tokyo. This was the first 
time we had seen rice being planted, let alone experienced planting it ourselves. 
Dressed like a muddy child, I too entered the rice field. The sloshing noise my feet 
made in the mud and the fresh feeling of the earth were very enjoyable. When it 
was explained to him that rice started out as 
these tiny leaves, my son looked impressed 
despite his young age. I would definitely like 
to participate in harvesting the rice as well. 
Ordinarily, when we go out together for fun as 
a family we try to go to places of great natural 
beauty. Being able to experience rice planting 
so close to home was a wonderful memory 
for Mother's Day.

このコーナーに登場してくれる人を募集中です。�
自薦、他薦は問いません。ご連絡ください。�
We're looking for people to appear in this corner. 

最先端の技術が結集されたスタジオ内部。�

家族3人とも、東京生まれの東京育ち。田植え体験ど
ころか、田植え風景すらも見たことがなかった田植え
の初心者です。どろんこになって喜ぶ子供の姿に、私
自身も田んぼの中へ。足に伝わる土の感触が新鮮で、
とっても楽しかったです。「小さな葉っぱからお米が
できている」と説明された息子は、幼いながらも感激
していた様子。ぜひ、稲刈りにも参加したいと思って
います。普段から、家族で遊びに行くときは、自然の
多い場所にと心がけていましたが、今回身近で田植
え経験ができて、母の日のいい思い出になりました。�

暖かい風が吹き始めた5月8日。けやき坂
コンプレックス屋上にある田んぼで田植え
が行われました。家族で参加された六本木
ヒルズレジデンスにお住まいの栗原純さん
が、取材にご対応してくださいました。�

第2回
�

 大平智史さん（25歳）�
�
戸田茂さん（27歳）�

六本木ヒルズに住み働く人たちが知り合い、仲
良くなるために気になるメンバーをご紹介して
いくコーナー。第2回目はスターバックス コー
ヒー　ウェストウォーク店のバリスタとして活
躍する戸田茂さんと、大平智史さん。�
This section introduces interesting people who 
live or work in Roppongi Hills, to allow you to 
get to know them better. In this second 
installment, we meet Shigeru Toda (27) and 
Satoshi Ohira (25), who work as baristas at 
Starbucks Coffee’s West Walk shop.


