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特集 HAPPY! HALLOWEEN 2008 仮装コレクション
Special Feature HAPPY! HALLOWEEN 2008 COSTUME COLLECTION
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1. 今年のSnow Queenは石原さとみさん
＠けやき坂イルミネーション点灯式
2008 Snow Queen Satomi Ishihara
@ Keyakizaka Illumination Light Up Ceremony

2. グリーンカーペットでエコアピール
＠東京国際映画祭
Green Carpet sends an eco-friendly message
@ Tokyo International Film Festival

3.観客が選ぶ観客賞。今年も地元のみんなで
表彰しました ＠東京国際映画祭
Audience Award presentation by local fans
@ Tokyo International Film Festival

4. 慌てないでまずは確認を！
＠振り込め詐欺防止PRイベント
"Don't panic! Confirm first!"
@ "Furikomesagi" (Swindling of Senior Citizens)
Prevention PR Event

5. 秋野菜を求めて早朝から大盛況 ＠いばらき市
Autumn veggies attract early morning shoppers
@ Ibaraki Market

6. クラシックカーが六本木ヒルズを疾走！
＠ミッレミリア2008
Classic cars roar through Roppongi Hills
@ La Festa Mille Miglia 2008

7.今年もヒルズ米は大豊作！ ＠稲刈りイベント
Another good rice harvest in the Hills
@ Harvesting rice event

8. 祝500回！ ＠六本木をきれいにする会
Commemorating the 500th event!
@ Roppongi Clean Up

9. アリーナにビーチ出現!?
＠ビーチバレー：JBVチャンピオンズカップ
Is that a beach in the Arena!?
@ Beach Volleyball: JBV Champions Cup

Cold season
has come!

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ください。
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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パレード頑張るぞ！

男さん
中山松

表参道・川崎と並び日本3大ハロウィンと言われてい
る六本木ヒルズの『HAPPY! HALLOWEEN』
。誰
でも気軽に参加できて、ファミリーで楽しめるのが
最大の特徴！ 今年もたくさんの方が思い思いの衣
装で大集結しました。今回はそんな可愛らしい仮装
の一部を「仮装コレクション」としてご紹介します！
来年はみなさんも仮装して参加してみませんか？
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山田さんフ
今日は家族みんなで仮装して来ました。

衣装は全部奥さんの手作りです。

We all came in Halloween costumes
today!

My wife made all of the costumes.

ボクたちの衣装は、マ
マのお友達がカナダで
買ってきてくれました。

Roppongi Hills “HAPPY! HALLOWEEN“ ranks with
Omotesando and Kawasaki as Japan's biggest
Halloween event venues.
Throngs of costumed fun lovers again gathered
to celebrate Halloween. This issue introduces
the Roppongi Hills Collection of costumes! Be
sure to show up next year in costume and
maybe we will see you featured here.

zzz･･･

六本木ヒルズアリーナで上映！
東京国際映画祭みなと委員会主催の映画上映会が六本
木ヒルズアリーナで行われました。たくさんのファミリー
が楽しみました。
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ボクたちの仮装も見て♪ みんな
に注目されてエッヘンだわん！！
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ジョセフ旭ライトくん

浅井さんフ
ァミリー

ママが1ヶ月かけて衣装を手作
りしてくれんだ。スゴイでしょ！

My mom took 1 month to
make this costume! It’s
great!

おじいちゃん、おばあちゃんも
一緒に遊びに来ました。

Grandma and Grandpa
join the fun!

ハロウィンパレード

キッズハロウィン仮装教室with「キッズスクウェア」

総勢3000人が
六本木ヒルズを大行進！

衣装作りに挑戦！

10月25日
（土）
『HAPPY! HALLOWEEN 2008』のメイ
ンイベント、ハロウィンパレードが行われました。六本木ヒル
ズのパレードは、仮装をしていればどなたでも参加OK。事前
申し込みも不要なので、来年は是非みなさんご参加下さい。
HALLOWEEN PARADE
2,000 Plus Parade in Roppongi Hills!
Halloween Parade, the main event of “HAPPY! HALLOWEEN 2008”, kicked off
the festivities. Anyone can take part so make plans next year to join the fun!
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パレード当日、衣装の無い子も大丈夫！ 今年も
仮装教室を開催しました。魔女・カボチャ・海賊
の３種類から１つ選んで、お父さんお母さんと一緒
に、みんな一生懸命に衣装を作りました。
Kids' Halloween Costume Workshop with
Kids' Square
Do-It-Yourself Costume
Making!
No costume! No problem!
Kids without costumes on
parade day got creative in
the workshop and made
their own scary costumes.

え？ 今日の仮装のポ
イント？ これみんな
普段着ですよ。笑

ハロウィンフォトガーデン

ハロウィンの
思い出に記念撮影
今年もウェストウォークにフォトスポット
が登場。家族連れで、カップルで、みん
な楽しそうに撮影タイムを満喫！
Halloween
Photo
Garden
Commemorative Pix of
your Halloween
Memories
Smiles and
snapshots
galore were
captured at
the special
Halloween
photo spot on
the West
Walk.
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???Costumes???
These are what we
wear everyday.
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ファミリ
ー

可愛い魔女が完成!!
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映像に合わせてその場でセリフを吹き替え
るボイスオーバー上映は臨場感タップリ！
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ジョンちゃん
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東京シティビュー

至る所にカボチャの風船が！

東京シティビューも
ハロウィン一色！

今年もカボチャの風船プレゼントを実施しました。可愛
い風船に子供も大人も大喜びでした。
Halloween Balloon
Present!
Pumpkin balloons everywhere!
This year’s giveaway of
cute pumpkin balloon
again brings smiles to the
faces of children and
adults.

ショップ＆レストラン

仮装すると入館料が割引に。東京スカイショット
では、ハロウィンバージョンのフレームが登場し
ました。
Tokyo City View
Halloween at the
Top of Tokyo!
Costumed visitors
enjoyed discounted
admission, while all
visitors could have
commemorative
Halloween-theme
photos taken at the
Tokyo Sky Shot.

限定企画が盛りだくさん

NEWS 01 October 19 (SUN)
5th Roppongi Hills
Friendship Golf Tournament
A total of 34 people signed up to play
in the 5th Friendship Golf Tournament.
With their eyes on the prize, every
player played with championship
intensity while strengthening connections and forging new friendships on
the links. Heartfelt congratulations go
to this year's champion Haruhiko
Ikebe!
第5回六本木ヒルズ親睦ゴルフにご参加のみなさん

News 02

10月25日（土）第4回オフィスワーカー交流フットサル大会

ヒルズカップ2008

10月25日
（土）
、アークヒルズ、六本木ヒルズ、愛宕グリーンヒルズのオフィスワーカー
による交流フットサル大会「ヒルズカップ2008」が開催されました。優勝は以下の4チ
ーム！ おめでとうございます！
第1部 J-WAVE
（株式会社J-WAVE）
第2部 楽天FC
（楽天株式会社）
第3部 サイバードフットボールクラブ
（株式会社サイバード）
第4部 ゴールドマン・サックスサッカー部
（ゴールドマン・サックス証券株式会社）

News 02 October 25 (SAT)
4th Office Workers Friendship Futsal
Tournament “Hills Cup 2008”

ハロウィン限定のグッズやメニューも続々登場。みな
さんはいくつチェック出来ましたか？
Lots of Halloween Specials!
Special menus of delicious goodies and Halloween holiday
goods!

10月19日
（日）第5回六本木ヒルズ親睦ゴルフ

すっかり恒例となったこのコンペ。5回目の開催となる今回は、総勢34名の方が参加されま
した。晴れ渡る秋空の下、各パーティーとも真剣に、そして楽しくラウンドし、参加者同士の
交流を深めていました。優勝された池部春彦さん、おめでとうございます。

ハロウィン風船プレゼント

風船をもらって皆笑顔

カボチャに囲まれたお家をバックに
ハイチーズ♪

Special Film Screening at
Roppongi Hills Arena!
Fun flicks for the entire family!
Minato Committee sponsored the screening of an
entertaining selection of
family-friendly films at
Roppongi Hills Arena.

NEWS CLIPPING
News 01

Shops & Restaurants
製作中

Minato Film Festival

Check out our costumes! We
love the attention!
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今年も可愛い仮装がたくさん！
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My mom’s friend
brought these
costumes from
Canada.

COSTUME COLLECTION

Can’t wait for
the Halloween
parade!

仮装グッズをレンタ
ルして記念撮影

At the Friendship Futsal Tournament on
October 25 (Saturday), 2008, teams of office
workers from ARK Hills, Roppongi Hills and
Atago Green Hills vied to take home the Hills
Cup 2008.

真剣勝負! 白熱した試合が繰り広げられました

六本木ヒルズ震災訓練

19：00〜
12月16日
（火）

定例理事会

＠レジデンス集会室
12/16 (TUE) 19:00~ Regular Board Meeting
@ Residence Assembly Room

12月20日
（土）

六本木クリーンアップ

＠66プラザ集合

※当日は清掃終了後、慰労会を開催します。

12/20 (SAT) Roppongi Clean Up @ 66 Plaza
※"Thank You" party is scheduled after the clean-up.

1月上旬

新年会
Beginning of January New Year’s Party

1月16日
（金）

六本木ヒルズ震災訓練
1/16(FRI)Roppongi Hills Earthquake Disaster Drill

2009年1月16日
（金） ＠六本木ヒルズアリーナ
年に一度実施されるこの訓練は、六本木ヒルズに関わる人、全員が参加対象者で
す。繰り返しの訓練を通して、有事の際に備えましょう。一人でも多いご参加をお
待ちしています。
Roppongi Hills Earthquake Drill
1/16 (FRI) @ Roppongi Hills
Arena
Whether you live in Roppongi Hills or work
here, taking part in this annual drill is
important! The more we drill, the better we
are prepared for any eventuality! The more
people who participate, the stronger our
community, so come and join us!

