神 宮 前 二 丁目 新 聞 回 覧 板
神宮前二丁目で暮らす、働く、遊ぶ人からのさまざまなお知らせを集めた回覧板。毎月20日発行予定です!
みなさんの投稿お待ちしています。※掲載料は無料です。ただし、掲載するかどうかは編集部が判断いたします。
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「ウィルトスワイン神宮前」中尾さん

什器が備わっているため搬出搬入がコンパク
ト。プライベートなホームパーティーにも利用
可です。詳細などはお問い合わせください。
問い合わせ 住所▶神宮前2-16-18／電話
番号▶03-6459-2780
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千駄谷小学校
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明治通

1/22（金）
・23（土）に
ワイン試飲会やります
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ミニストップ

ストリームズジャパン株式会社 2

喫茶ベラミ
アルバイト募集

渋谷神宮前郵便局

青山熊野神社

コサイン青山 7

「喫茶ベラミ」福田さん

昨年12/23（水）にオープンしたワインショッ
プです。自社で輸入したフランスワインを中心
に日本、イタリアのワインも扱っています。テ
イスティングなども随時行っており、下記日程
で10〜15種類試飲できるイベントを開催。
開催日時 1/22（金）17:00〜20:00
1/23（土）14:00〜17:00。会費は1,000
円。ご予約いただければ500円でご参加いた
だけます。
問い合わせ 住所▶神宮前2-11-19 1階／
営業時間 ▶ 12:30 〜20:00／電話番号 ▶
03-4405-8537／定休日▶日・月
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空きスペース貸します!
展示会の会場や
ホームパーティーに

喫茶ベラミでは、アルバイトを募集しています。
勤務は11:00〜16:00または12:00〜14:00、
詳細は面談の上決定。 業務内容はカウン
ターのお手伝い（珈琲淹れ、盛り付け）やフ
ロアでの配膳など。人が集まらず困っていま
す! お気軽にご連絡ください。
問い合わせ 住所▶神宮前2-35-9原宿リビ
ン1 階 ／ 営 業 時 間 ▶ 11:00 〜 18:00、
20:00〜25:00／ 電 話 番 号 ▶03-34041371／定休日▶日・祝日
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DOG SIGN

外苑西
通り

3

6

4
5

砥ぎやTOGITOGI

200m

数）
。境内で包丁を砥ぐ様子をYouTubeに投
稿したところ、200万回再生を突破しました!
問い合わせ 営業日▶木／営業時間▶9:00
〜暗くなるまで／電話番号▶090-4727-1056

節分までに厄除参りを
今年の本厄（数え歳）
男性→25・42・61歳
女性→19・33・37歳

青山熊野神社

厄除け参りはなるべく早いうち、遅くとも節分
までに行うのが習わしとされています。当日は
約15分ほどでお祓いを行います。ご予約は
お電話にて。
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1/24（日）
犬猫里親会開催します

「DOG SIGN」菅原さん

「ストリームズジャパン株式会社」K.Aさん

問い合わせ 住所 ▶ 神宮前2-2-22／電話
番号▶03-3408-0065
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普段はプレスルームとして使用しているスペー
スを、空き時間に貸し出します。平日（18:00
〜22:00）は1時間あたり10,000円、土日
（10:00〜18:00）は1時間あたり9,300円。
1階で、広さは約50㎡です。写真は、昨年
利用したデザイナーさんの受注会の様子です。

熊野神社の境内で
包丁砥ぎやってます

「砥ぎやTOGITOGI」坂田さん

毎週木曜、熊野神社の境内で包丁砥ぎをして
います。家庭用の普通包丁910円／刺身包
丁1,450円〜／刈り込みばさみ1,990円〜／
理美容シザー1,990円〜／見物0円（他多

犬のトリミングサロン「DOG SIGN」では、月
に一回、「ARK里親会」を開催しています。
今月は24（日）13:00〜16:00。また、犬
用クッキーやケーキを販売する、マンスリーバ
ザールも開催中。次回は2/27（土）予定
です。
問い合わせ 住所▶神宮前2-10-1 サンデシ
カビル1階／営業時間 ▶10:00〜19:00／
電話番号▶03-5848-3400／定休日▶日・
祝日
裏面へ続く

ご応募は
こちら !

電話

03-3478-1774

メール

jin2shinbun@pot.co.jp

FAX

03-3402-5558

WEB

http：//jin2news.net/

WEBサイトに応募フォームを設けています
神宮前二丁目新聞

検索

トップ→応募→神宮前二丁目新聞回覧板応募フォーム
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問い合わせ 住所▶神宮前1-4-1／開館時

子どもの姿勢を守る
椅子体験会を2月開催

間▶火〜土9:00〜21:00、日・月・祝日9:00
〜18:00／電話番号 ▶ 03-3403-2591／
休館日▶毎月第１月、第3木（祝日の場合は

「コサイン青山」天野さん

開館し、直後の平日に休館）

成長する子どもの姿勢を守りながら、大人に
なってもずっと使える椅子「アップライト」。子
どもたちの姿勢を一番に考えた椅子です。成
長に合わせて座面は14段階、足台は16段階
と細かく調節可能。正しい姿勢を保てます。サ
ポートスタッフを招き、この「アップライト」の
フィッティング体験会を開催！ 座り心地を、コ
サインの机やテーブルと合わせてぜひご家族
で体験してみてください。ご予約いただいた方
には、木の小物をプレゼント。ご予約なしで
も時間内は随時受け付けます。
開催日時 2/27（土）
・2/28（日）11:00
〜19:00／参加費無料
問い合わせ 住所▶神宮前2-5-4 SEIZAN

●12月号に掲載したイベントのレポート

1/23（土）
・24（日）は
図書館の新年イベントデー
渋谷区立中央図書館

1/23（土）15:00〜16:00に、
「こどもカル
タ会」を開催。動物や乗り物カルタ、百人
一首など、いろんな種類を用意してお待ちし
ています。さらに24（日）15:00〜15:45に
は獅子舞がやってきます！ ぜひ会いに来てく
ださいね。

外苑101／営業時間 ▶ 11:00〜19:00／
電話番号▶03-3470-7733／定休日▶水・
年末年始他

あの
人
、
お誕生 今月
日です
。

神宮前二丁目新聞
からの募集
制作に協力してくれる方、誌面に
登場してくれる方を募集中です。
神宮前二丁目で暮らす人・
働く人・遊ぶ人なら誰でもOK!

「bar bonobo」成さん

12月号回覧板で告知した、ボノボの忘年会
&新年餅つき大会、無事に終了。約100人
が一緒に新しい年を祝いました。
（写真提供:
参加者の木原けんじさん）
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● 神二カラフルスイーツ計画
あなたのお店から、神宮前二丁目にしかないカラフ
ルなオリジナルスイーツを発信しませんか ?
● カメラマン、イラストレーターさんへ
誌面に掲載する写真やイラストで腕を振るってくれ
る方、ご連絡ください。
● 神宮前二丁目に住む動物
犬・猫・鳥・爬虫類・金魚、ジャンルは問いません。
飼い主さんも一緒に登場してください。
● ◯◯に大変身 !
ふだんとは違う自分に変身したい人を募集します。
ヘアメイクや衣装提供など、裏方として協力したい
人もぜひ。

掲載
無料!

服あげます

など…

あなたの
「募集したいこと」
回覧板に載せませんか?

神宮前二丁目新聞回覧板では、二丁目の個人の方・お店の方が
「いま募集したいこと」を掲載しています。
「うちの子の家庭教師になってくれる人いませんか? 」
「カラオケ友達探してます」など個人からの募集も大歓迎!
※掲載するかどうかは編集部が判断いたします

FAX用応募用紙［毎月5日締切］

応募申込日

お名前

電話番号

年

メールアドレス

募集したい内容

● あなたのオフィス拝見し隊 !
規模、職種は問いません。うちのオフィス見せても
いいよって方、お待ちしています。
● 新聞置いてくれませんか

?

神宮前二丁目新聞を「お店に置いてもいいよ」と
いう方からのご連絡、お待ちしています。

ご応募は
こちら !

FAX
電話
WEB

03-3402-5558 上記に記入のうえ、この用紙をそのままお送りください。
03-3478-1774 メール jin2shinbun@pot.co.jp
WEBサイトに応募フォームを設けています
トップ→応募→神宮前二丁目新聞回覧板応募フォーム

神宮前二丁目新聞
http：//jin2news.net/
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