
We're inviting readers to send us photos.

"Ise Hikari" rice planted in commemoration of
this year's "Okihiki" event @ Rooftop paddy
planting

Ise traditional costume unchanged since the
Momoyama Era @ Rooftop paddy planting

Presidents of 5 breweries get together at the
giant "pre-summer" beer garden at Roppongi
Hills @ Beer Festival 2007 

Exchanging Hills info at the gathering of award
winners @ Staff Awards 2007

392 Roppongi Hills staff recognized for 3 years
of service @ Staff Awards 2007 

200 people compete in the Mori Tower Office
Futsal Tournament!

Heated competition in every match @ Futsal
Tournament Former Prime Minister Koizumi makes an

unexpected appearance at the Le Corbusier
and Nemunoki Gakuen exhibitions.

Empress Michiko visits the Nemunoki Gakuen
Exhibition.

It's the
Summer
Festival!

VOL. Special Feature Join the fun at the Azabu & Roppongi Festivals!15
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六本木ヒルズの夏祭りは、六本木ヒルズ自治会にとっても一大イベント。恒
例の六本木楽は、本番に向けて練習をスタートします。今回の特集では、
六本木ヒルズをはじめ、近隣のお祭りも紹介します。ぜひ参加して、地域の
お祭りを一緒に盛り上げていきましょう！

The Roppongi Hills Summer Festival is a highlight on the  annual calendar of Roppongi Hills
Neighborhood Association events. Already practice for the traditional Roppongi Gaku is
beginning. This issue's feature article introduces our readers to the Roppongi Hills festival
and other festivals in the area. We hope to see you at all the festivals. The more, the merrier!

朝の太極拳2007

太極拳で、さわやかな夏の1日をスタートしよう！

8/6 (Mon)~8/19 (Sun), 7:30~8:15 Participation:Free @Roppongi Hills Arena

8/6（月）～8/19（日）7：30～8：15

六本木ヒルズアリーナ 参加無料

楽劇祭六本木楽2007

賑やかで、そして厳かな踊りの六本木楽が、盆踊り前夜祭を盛り上げます

東京湾大華火祭 8/11（土）19:00
～20：20 約12,000発

神宮外苑花火大会 8/16（木）19：
30～20：30 約10,000発

8/24 (Fri) Festival stalls 17:00~, Performance starts at 18:30  Admission:Free @Roppongi Hills Arena

8/24（金）縁日屋台17：00～、開演18：30

六本木ヒルズアリーナ

第42回麻布十番納涼祭り

42nd Azabu Juban Nohryo (Summer Night) Festival
8/24（金）～8/26（日）15:00～21:00

麻布十番商店街周辺町会連合渡御

ヒルズから見える花火大会
7/21（土）、8/18（土）
9:00～10:30 66プラザ集合

六本木クリーンアップ

Azabu-juban Merchants and Neighborhood Associations "Rengo Togyo" (Joint
Procession of Portable Shrines)

Rakugeki (Drama-Dance) Festival & Roppongi Gaku 2007

Roppongi Hills Bon Festival Dance

9/15（土）・9/16（日）

霞町町会祭礼

Kasumi-cho Neighborhood
Association Festival

9/7（金）～9/9（日）

六本木ヒルズ盆踊り

夏の夜は盆踊り！ヒルズのグルメ屋台も多数出店します

8/25 (Sat).8/26 (Sun)Festival stalls 15:00~21:00, Dance 17:30~20:00 @Roppongi Hills Arena

8/25（土）・8/26（日）

六本木ヒルズアリーナ

縁日屋台15：00～21：00 、盆踊り17：30～20：00 

六本木ヒルズ自治会 夏のイベントスケジュール

六本木ヒルズカップ2007 フットサル大会

六 本 木ヒルズ 夏 祭り
8月24日から26日は、六本木ヒルズが熱く盛り上がる3日間。初日の24
日は、今年で2回目となる六本木楽。25日、26日の2日間は盆踊り大会
を開催します。期間中は、六本木ヒルズ自治会はじめ、ヒルズのレストラン
が出店する縁日屋台も並び、お祭り気分を盛り上げます。

6月2日（土）、明治神宮外苑フットサルコートで、六本木ヒルズにオフィスを構える14社20チーム、総勢
200人参加によるフットサル大会「六本木ヒルズカップ2007」が開催されました。昨年に続いて2回目
の開催となった今回は、「エンジョイリーグ」と「チャレンジリーグ」の2部構成。真剣勝負にこだわるチャレ
ンジリーグでは、昨年秋の大会に引き続きゴールドマン・サックス証券（株）が見事2連覇、エンジョイリー
グ優勝は、ゴールドマン・サックス・リアリティ・ジャパンでした。

Roppongi Hills Summer Festival
For 3 days from August 24 to 26,
Roppongi Hills will come alive with the
spirit of summer. For the second
consecutive year, the first day (August
24) will kickoff with the Roppongi
Gaku. Moving to the up-tempo
rhythm, the lively dancing and
marching is a "must see"! On August
25 and 26, the hypnotic beat of the
Bon Festival Dance takes center
stage. During the festival, our
Association will join the shops and
restaurants of Roppongi Hills and add
to the festive atmosphere with fair and
gourmet stalls!

六本木ヒルズ盆踊り
8/25（土）・8/26（日）

縁日屋台15：00～21：00 盆踊り17：30～20：00 
名物六本人音頭をぜひ踊りましょう。振り付けはとっても簡
単。浴衣で集まろう。

楽劇祭六本木楽2007
8/24（金）18：30開演

今年も50名の自治会員が舞台に立ちます。故野村万
之丞氏オリジナルの真伎楽と大田楽を上演。世界の
あらゆる芸能を取り入れた、アップテンポなリズムと音
楽にのった賑やかな踊りと行進は必見です。

今
年
も
大
い
に
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り
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が
る
こ
と
間

違
い
な
し
！

迫力ある担ぎ手
の姿は勇壮で
す

六本木楽参加への
意気込み
高橋佳代子さん　楽天株式会社

昨年の六本木楽は「楽しかった！」の一
言に尽きます。正直、練習も不十分で
成果は上々というわけにはいきませ
んでしたが、何よりも「日本のルーツを
肌で体験する！」ことに大きな意義があ
り、改めて日本の文化を知る良い機
会となりました。今年の夏は、伝統文
化への理解をより深めるため、いざ
出陣！です。

9/8（土）の午後（13：00～16：30頃）に、大人神輿と
かわいい子供神輿、山車が西麻布交差点を中心に
テレビ朝日通りを練り歩きます。グランドハイアット東
京のスタッフも担ぎ手として参加、ホテル前での休憩
も予定しています。
Kasumi-cho Neighborhood Association Festival
In the afternoon of 9/8 (Saturday from 13:00 to about
16:30), colorful "mikoshi" portable shrines including a
special one just for kids and floats will parade through
Nishi-azabu crossing and along Asahi-dori. Staff from the
Grand Hyatt Tokyo will be lending their shoulders and
carrying the mikoshi. A rest area for the mikoshi bearers will
be set up in front of the hotel.

勇壮な宮村町会のお神輿

麻布十番商店街周辺町会連合渡御
9/15（土）・16（日）

9/16（日）の午前（9：00～お
昼過ぎ）には、十番稲荷神社の
宮神輿が3年ぶりに渡御を行
います。担ぎ手は十番周辺町
会の皆さんで、総勢300名に
もなります。
In the morning of 9/16 (Sunday, 9:00 ~
a little past noon), the portable shrine
of Juban Inari Shrine will be making an
appearance for the first time in 3
years. A total of about 300 volunteers
representing 6 neighborhood
associations in the Juban area will
take turns shouldering the mikoshi.

9/16（日）の午後（15：00頃
～夕暮れ）には、十番周辺6町
会のお神輿8基が連合で十
番商店街周辺を威勢よく練り
歩きます。お神輿はもちろん、
各町会ごとの法被や浴衣も要
注目！その中で宮村町会のお
神輿が、ヒルズに渡御予定。
担ぎ手も募集中です。
In the afternoon of 9/16 (about 15:00 ~
sunset), enjoy the pageantry of the
procession of 8 mikoshi sponsored by
6 neighborhood associations in Juban
and surrounding area. While the sight
of the portable shrines is quite
impressive, be sure to snap some
photos of the distinctive happi coats
and yukata kimonos worn by the
members of each association. Among
the shrines, the route of the Miyamura-
cho Association mikoshi will take it
into a corner of the Hills. If you are
interested in taking part in the
procession and shouldering the
shrine, please contact our Association.

六本木ヒルズ
夏まつりと同
時開催の麻
布十番納涼
祭りには、40
万人もの人が
集まります

第42回麻布十番納涼祭り
8/24（金）・25（土）・26（日）15：00～21：00

300店を超える屋台に、3日間で40万人が訪れる
納涼祭り。今年もヒルズの盆踊りと同日開催されま
す。30ヶ国以上の大使館関係者が出店する名物
「国際バザール」に、全国から20の市町村が参加し
た物産展「おらがくに自慢」も加わり、今年はさらにパ
ワーアップ！

42nd Azabu Juban Nohryo (Summer Night) Festival
Over three days, 400,000 festival lovers are expected to enjoy
not only soaking up the fantastic sights and sounds of the
Summer Night Festival but also sampling delicious tastes and
shopping for various goods at over 300 festival stalls. This year
the festival again will be held on the same days as the Hills Bon
Festival Dance. In addition to the International Bazaar where
embassies from over 30 countries will be exhibiting their famous
products, an exhibition of well-known products from 20 areas
around Japan will make this year's festival the best ever.  

Roppongi Hills Cup 2007 Futsal Tournament
On June 2 (Sat) at the Meiji Jingumae Futsal Court, a total 20 teams consisting of 200 players
representing 14 companies with offices in Roppongi Hills competed in the Roppongi Hills Cup
2007 Futsal Tournament. Teams were divided into two groups: "Enjoy League" and "Challenge
League". While all the teams in the "Enjoy League" had a great time, Goldman Realty Japan took
home the honors. In the Challenge League where every point was fiercely contested, Goldman
Sachs followed its win in last autumn's tournament with its 2nd crown.

N E W S  C L I P P I N G
News01

2007けやき坂コンプレックス屋上庭園 畑ワークショップ

全3回（4/12・5/17・6/12）にわたり、屋上庭園で畑ワーク
ショップが開催されました。野菜畑を地域の子どもに活用し
てもらおうという試みで、この春は、お隣りのアメリカンスクー
ル年長クラスから約20名の園児が参加。ほうれん草やは
つか大根、なす、きゅうりなどの苗植えから収穫、試食まで、子
どもたちは夢中になって作業していました。
2007 Keyakizaka Complex Rooftop Garden Workshop "Kids,
Let's Get Together and Grow Summer Vegetables!"
Held in 3 sessions this spring (4/12, 5/17 and 6/12), the gardening
workshop gave children in the area an opportunity to test their
green thumbs in the rooftop vegetable garden. The sessions were
attended by about 20 students from the nearby American School
kindergarten. From seeding to harvesting and then sampling the
delicious results, the children became totally absorbed in growing a
wide variety of vegetables from spinach and Chinese radishes to
eggplants and cucumbers.

News02 バスケットボール交流戦

自治会ニュース11号に掲載の「対戦相手募集コーナー」がきっか
けで、グランドハイアット東京と森ビルのバスケットチームの交流試
合が5月17日に行われました。交流戦は一進一退の攻防。その
後の懇親会で、決着をつけるべく、再戦が約束されたそうです。

Basketball Friendship Game
An invitation for basketball team opponents
that appeared in a previous issue of the
Association news resulted in a friendly match
between Grand Hyatt Tokyo and the Mori
Building basketball team on May 17. If you
are looking for some friendly competition for
your team or sports activities, be sure to
check the "Opponent Wanted Corner" or
contact the Association office to extend an
invitation in a future issue.

News03

1.エンジョイリーグ優
勝のゴールドマン・サ
ックス・リアリティ・ジャ
パン
2.チャレンジリーグ優
勝のゴールドマン・サ
ックス証券株式会社
3.目の前の熱い戦い
に、応援にも力が入
ります！

1.4/12（木）、種ま
き、苗植えに挑戦。
土いじりはみんな
大好きです
2.5/17（木）、あい
にくの雨の中、成
長を観察。水菜や
ラディッシュは収穫
できました
3.6/12（火）、たく
さんのお野菜を収
穫。生でかじりつ
いて、新鮮な味を
堪能！

※スポーツ活動の対戦相
手を紙面で募集していま
す。ご連絡は事務局まで
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六本木ヒルズ盆踊りと同日開催!
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9/7（金）・8（土）・9（日）霞町町会祭礼

Morning Tai Chi 2007

Rakugeki (Drama-Dance) Festival & Roppongi Gaku 2007

Roppongi Hills Bon Festival Dance

Azabu-juban Merchants and Neighborhood Associations
"Rengo Togyo" (Joint Procession of Portable Shrines)




