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Special Feature New Year's Roundtable Discussion

2007年3月30日オープン
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The National Art Center,TOKYO
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This spring new hot spots are opening one after another.
Change is in the air in Azabu and Roppongi!
History, tradition and culture are alive and vital in the Azabu and Roppongi area. From this year's
opening of Tokyo Midtown to the new National Art Center, our town continues to undergo
dynamic change that began with Roppongi Hills. In this roundtable discussion, we have brought Tokyo Midtown
together five people who represent the Azabu-Roppongi community, Azabu Juban merchants,
Roppongi merchants, Tokyo Midtown and Roppongi Hills to talk about the future of this area that
cannot stand still and continues to evolve. While each community undertakes activities to enrich
itself with new aspects, preserve what has long defined the area and add to its distinctive
personality, the roundtable members confirmed a mutual desire and commitment to collaborate,
cooperate and share know-how among the communities with the aim of making the entire AzabuRoppongi town more attractive, safer and more secure.
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New YearsRoundtable Discussion

六本木ヒルズ 電気・熱供給施設見学会 参加者募集のお知らせ

地下に設置されているタービン

六本木ヒルズの地下で 自家発電 が行われているのをご
存知ですか？ 大規模コージェネレーションシステムによ
り、ガスで電気と熱をつくり、その熱を地域冷暖房に活用
しているという
「省エネルギーと環境性に優れたヒルズの
心臓部」を見学できるチャンスです。
日時：1/23（火）15:00〜16:30
1/25（木）13:00〜14:30
1/26（金）10:00〜11:30
申込先：六本木ヒルズ自治会事務局 03-6406-6383
申込締切：2007年1月19日
（金）
※応募者多数の場合は抽選

1月15日
（月） 9:30AM
六本木ヒルズ震災訓練＠六本木ヒルズアリーナ
Jan 15 (Mon) 9:30AM
Roppongi Hills Earthquake Preparedness Drills
@ Roppongi Hills Arena

[TOUR INVITATION!]
Sign Up for the Special Tour of the Roppongi Hills Electrical Power/Heating Plant!
Did you know that there is a power generation plant on the basement level of
Roppongi Hills? Using a large-scale co-generation system, it generates electrical
power and heating from natural gas. The resulting thermal energy is utilized for
district heating and cooling. Don't miss this chance to tour the heart of the Hills
energy conservation and environment friendly policy.
Dates & Times
January 23 (Tuesday) 15:00~16:30
January 25 (Thursday) 13:00~14:30
January 26 (Friday) 10:00~11:30
Tour Applications: Roppogi Hills Neighborhood Association office 03-6406-6383
*Application Deadline: January 19 (Friday), 2007
*If applicants exceed availability, participants will be chosen in a drawing.

1月23日
（火）
・25
（木）
・26日
（金）
六本木ヒルズ 電気・熱供給施設見学会
Jan 23(Tue) & 25(Thu) & 26(Fri)
Roppongi Hills Electrical Power/Heating Plant Tour

2月13日
（火）

1月20日
（土）
・2月17日
（土）

理事会

9:00AM 六本木クリーンアップ

Feb 13 (Tue) Regular meeting of the Board of Directors

Jan 20 (Sat) & Feb 17 (Sat) 9:00AM
Roppongi Clean Up

3月末〜4月上旬
六本木ヒルズ春祭り ※予定
End of March~ Beginning of April Roppongi Hills Spring Festival * Tentative

六本木クリーンアップ活動レポート Roppongi Clean Up Project Report
懇親会レポート
昨年12月16日
（土）
のクリーンアップ終了後に、1年間の締め
くくりとして感謝とねぎらいの気持ちを込めた懇親会を開催
し、恒例の皆勤賞の表彰も行われました。2003年12月にス
タートして以来、一度も欠かさずに参加を続けるレジデンスに
お住まいの佐藤宏之さんが3回目の受賞。今年はその記念と
してバッジ付き特製キャップが贈られました。

Friendship Party
After the Clean Up activities on December 16 (Saturday)
2006, everyone got together for a small friendship party
and the much anticipated award for perfect attendance.
Hiroyuki Sato who lives in the Residence won this award
for the third time! For three consecutive years since the
introduction of the award in December 2003, he has
never missed a Clean Up day. He was presented with a
commemorative badge and a special cap in honor of his
achievement. In addition to Mr. Sato, 6 other people were
recognized for perfect attendance in 2006.

3年連続表彰の佐藤宏之さん。帽子の横には3年皆勤
を称える３つのバッジ。4つ目獲得を目指して今年も頑
張ってください！

その他2006年度の皆勤賞は、昨年に引き続き2度目
の添野博さん（ハリウッド株式会社/中）
、今年初めてとな
る西迫如香さん（北海興業株式会社/左端、写真は代理
の水野花菜さん）
、吉村千栄子さん（三井住友銀行六本
木支店/右2）
、多田野祐子さん、山崎誠司さん（以上森
ビル株式会社/左2、右端）
、松本起一さん（株式会社コ
ムスン/枠外）
。1年間ありがとうございました。

六本木クリーンアップが表彰されました!!
昨年12月、六本木クリーンアップが麻布・六本木地域の防犯活動に貢
献したと認められ、麻布警察署・麻布防犯協会より感謝状が贈られまし
た。毎月たくさんの方にご参加をいただいた結果であり大変感謝して
います。六本木がゴミの少ない街＝犯罪の少ない街になるよう、今後
も楽しくクリーンアップを続けていきましょう。

Roppongi Clean Up Project
Receives Recognition & Thanks!!
In December 2006, the Roppongi Clean Up Project received a
letter of appreciation from the Azabu Police Station and
Azabu Crime Prevention Association in recognition of the
project's contributions to crime prevention in the Azabu and
Roppongi area. We would like to express our heartfelt
gratitude to all the people who make time every month to
participate in the project. Your efforts made this achievement
possible. In Roppongi, we believe a clean town with little trash
or litter leads to a clean town with little crime. With this goal in
mind, let's continue to Clean Up our town. We look forward to
seeing you all for a fun time at our next activity.

写真を募集しています。
We're inviting readers to send us photos.
毎号の表紙を飾る写真を大募集!!
あなたのご自慢の一枚をドシドシご応募下さい。
自治会事務局
（森タワー8F 森ビル
（株）鈴木・中辻）
まで。
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