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で暮らす、働く、遊ぶ。
地元メンバーが届ける、
超地域限定フリーマガジン。

表紙は、編集部が取材した外国人のみなさん。

ポット出版



外国人さん、ちょっとお話聞かせてください!

How long 
have you been 
in 神宮前二丁目?

取材・文・撮影=田中美菜、松村小悠夏
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神宮前二丁目

中华人民共和国

外を歩けば外国人に会う。と言っても過言ではないほど、
神二ではたくさんの外国の方を見かける。一体どこの国から来て、なぜ神二にいるの? 

神二歴1年の人から、20年を超えるベテラン（?）まで、
合計5カ国、8名の方々が答えてくれました!

お酒飲みたい人も
愚痴言いたい人も
みんなお店に来てOKだよ!
　「ジェイミーの店、それから
bonobo」。神二を訪れた外国
人が辿るお決まりのコースだ。
ジェイミーさんのバー「アフ
ターサヤック」は、来日したば
かりの外国人の相談の場でも
あるそう。「日本では言いたい
ことハッキリ言うと失礼な感じ。だから、付き合う
の難しいんだよね。気にしなくていいよって、俺
はアドバイスするんだけどねー」と、ジェイミー
さん。「俺もそうだったけど、みんな長く暮らすう
ちに自分の中で答え見つけられるから。でも最初
に言いたいこと我慢しちゃうと、見つけられない
でしょう」。失敗から学べ!という姿勢を大事にして
いるジェイミーさん自身も、時間に厳しい日本の
風習はちょっぴりニガテなのだと言う。「俺だけ、
集まる時間に遅れちゃったりとかさ。でも神二は
ゆっくりした時間が流れてるから、好きだよ」。

武士道の魂が
私を日本に
連れて来てくれた!
　学生のころ黒澤明の「用心
棒」を観て、日本の武士道に
魅了されたガルチャさん。「ド
ン・キホーテが有名だけど、
スペインは騎士道の国。だか
ら、日本と似てるところがあ
るの。例えば、こんなにフラ
メンコの学校があるのは世界中で日本とスペイン
ぐらいよ」。20代前半から世界数十カ国をまわっ
てきた中でも、やはり日本にシンパシーを感じた
と熱弁する。「日本人は表に出さないだけで、す
ごく情熱があるんだよ」。青山通りにスペイン料
理店を開いたのが39年前。今はおなじみになっ
たアヒージョは、日本人の好みを研究しながらガ
ルチャさんが浸透させたのだという。神二に住ん
で25年。この街のどんなところが好きなのか?
「人と人との距離が近い、下町らしさがスペイン
の田舎町に似てるところ。仲良しの女性もたくさ
んいるしね（笑）」。

神二歴
25年

ジェイミーさん
Jamie

出身／アメリカ（グアム島）　職業／バー経営　在日歴／33年　

●ジェイミーさんが働くお店

アフターサヤック●住所▶神宮前2-20-12　営業時
間▶21:00～お客様次第　電話番号▶090-6002-
1628　定休日▶無休ですが波次第
「神宮前二丁目商和会マップ2015→2016」31番

俺・ジェイミーと、
気軽にグアムスタイルで

  飲みましょう。
誰でも大歓迎!

ヴィセンテ・ガルチャさん　
Vicente Garcia

出身／スペイン　職業／レストラン経営　在日歴／40年

神二歴
25年

●ガルチャさんが働くお店

El Castellano（エル・カステェリャーノ）●住所
▶渋谷2-9-11 2階　営業時間▶18:00～23:00　
電話番号▶03-3407-7197　定休日▶日

神二は東京の
パラダイス。

オシャレも下町らしさも
あるから大好き!

神二歴
15年
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ペルーの
本格的な味を、
神宮前で!!

おすすめの
中華料理、

食べに来てください!

1年間が
楽しかったです。
ありがとう。
また会いましょう!

神宮前二丁目にある
この場所で、
ハンガリー料理を
味わってください!

How long have you been in 神宮前二丁目?

物件探しが
難航していた時に偶然
この建物と出会ったんだ
　「ペルーはたくさんの移民が
作ってきた国」と言うのは、
祖父母が沖縄出身の日系3世、
仲村渠さん。ペルー料理の専
門店を、2013年に日本人の友
人と共にオープンした。お店
の候補地は「若者だけの街ではなく、落ち着いた
雰囲気もある」恵比寿や神宮前。だが、良い物
件が見つからずに困っていた。そんな時、偶然こ
の物件と出合い「建物の形が面白くて気に入っ

た」ため、ここに出店を決めたの
だとか。また、お店の鮮やかな
色使いは、植民地時代のリマの
建物をイメージしている。「建築
家と何度も打ち合わせして、納
得のいく色を塗ってもらったんだ
よ」。鮮やかなイエローの外壁が、
神二の街に良く映えて見えた。

仲
な か ん だ か り

村渠ブルーノさん　
Bruno Nakandakari

出身／ペルー　職業／レストラン経営　在日歴／25年

神二歴
3年

●仲村渠さんが働くお店

bépocah（ベポカ）●住所▶神宮前2-17-6　営
業時間▶月～金／18:00～翌2:00、土／17:00
～翌1:00　電話番号▶03-6804-1377　
定休日▶日、月1回月曜（不定期）

友人たちと研究した
美味しい中華料理を
届けます
　「今の場所、お店、3年半で
す」。一生懸命、日本語で答
えてくれた料理人歴22年の大
慶さん。大慶さんは日本に来
て10年だが、妻の艶秋さんと
娘の萌さんは、2014年の11月
に来日。2人とも来日1年とは思えないほど日本語
が話せるが、特に萌さんは取材中、通訳になって
くれるほど上手だった。
　大慶さんは来日前、中国のハルビンで料理の
腕を振るっていた。「中国の中華料理、日本の中
華料理、全然違います」。特に違うのは「油の
量」なんだとか。「日本の人、油あまり好きじゃ
ない。中国では、もっと油を多く使う」。それも
あってか、最初は日本人に「おいしくない」と言
われたこともあった。そこで中華料理屋を営む同
郷の友人たちと研究を重ね、現在の味に行き着
いたそうだ。

  大
ダ ー

慶
チ ン

さん、艶
イェン

秋
チィゥ

さん、萌
モ ン

さん　
Daqing,Yanqiu,Meng

出身／中国　職業／料理人（大慶さん）
在日歴／10年（大慶さん）、1年（艶秋さん、萌さん）

神二歴
1年～
3年半

●大慶さん、艶秋さんが働くお店

桂香楼（けいこうろう）●住所▶神宮前2-31-7　
営業時間▶11:00～15:00、17:00～23:00　電話
番号▶03-6804-1924　定休日▶無

あっという間だった
神二でのホームステイ。
高校生活も充実しました!
　「『キラ』はアメリカでも珍
しい名前。同じ名前の人には
会ったことがないの」。はにか
みながらこう話してくれたのは、
神二でホームステイをしてい
たキラさん。「ホームシックな
んて一度もなかった!」と日本
での体験を楽しそうに話してくれた。今年成人式
を迎えたホームステイ先のお姉さんと一緒に、生
まれて初めて振り袖を着せてもらったそう。記念
の家族写真を神二の「サイイン写真館」で撮影
した後は、振り袖を着たまま、青山熊野神社へお
参りにも行った。「重くて苦しかったけど、可愛い
ねとか、似合うねとか、たくさん褒めてもらえて

嬉しかった」。
　2月に帰国してし
まったキラさん。「9
月から大学生。大学
でも勉強を頑張って、
絶対また日本に留学
する !　その時はも
ちろん、神二に遊び
に来たいです」。

キラ・ビンクリーさん　
Kira Binkley

出身／アメリカ　職業／高校生　在日歴／1年

神二歴
1年

神宮前二丁目に
少しずつ友達が
増えてきました
　神二にあるハンガリー政府公
認のレストラン「AZ Finom」。
ここのシェフが「ジュリ」こと
ジョルジュさんだ。通訳してく
れたオーナーの東さん曰く「本
当に穏やかで優しい」ジュリさ
ん。おしゃべりが大好きで、
ジェイミーさん（P.3）のバー
で会う常連を中心に、少しず
つ日本人の友達を増やしている。
今は英会話が中心だけれど、日
本語のリスニング力も日々レベ
ルアップ中だ。
　また、全日本空手道連盟に
所属する選手という顔も持つ。
10歳ごろから空手を始め、今で
も技を磨くため、週に1回横浜
の道場まで稽古に通っている。

ジュリナ・ジョルジュさん
Gyurina György

出身／ハンガリー　職業／料理人　在日歴／1年　

神二歴
1年

●ジュリナさんが働くお店

AZ Finom（アズ・フィノム）●住所▶神宮前
2-19-5 B1階　営業時間▶12:00～14:00L.O、
18:00～21:30L.O　電話番号▶03-5913-8073　
定休日▶日、月、祝日
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撮影=高草操6　

けると、一気に流れ出してきた大音量の
BGM。目の前に広がるのは、紫の照明とミ
ラーボールが光るフロアだった。奥にはDJ
ブースとバーカウンター、天井からはつらら
のようなオブジェが垂れ下がり、いかにもあ
やしい雰囲気が漂う。20人ほどのお客さん
の中には外国人もいる。常連さんによれば
「アメリカも多いけど、フランスから来た人も
いるなぁ。どうやってここを知って来るのか、
よくわからないんだけどね」とのこと。
　2階に上がると、薄暗い蛍光灯と、プロジェ
クターで壁に投影された映像が照らす、和室
のフロア。ちゃぶ台に畳、ここまでは典型的
な和室だが、ターンテーブルや、時折光がは
しるスピーカーがある。そして片隅にある流
し台。まるで誰かが住んでいたかのようだ。
　何もかもが異質な空間にいると、不思議と
だんだん心地よくなってくる。無理して周り
になじまなくてもいいやと、思わされるから
だろうか。最初はガチガチに身構えていた人
見知りの私が、初対面のお客さんと雑談でき
るまでになっていた。「あやしかったけど、
地元にもこんな所あったんだって目が点。楽
しかった」というのは高草さんの感想。夜の

きっかけは、読者からのメールだった

　「近所にあるbar bonoboというお店が気
になっていますが、1人で行く勇気が出ませ
ん。どんなお店なのか、詳しく知りたいで
す」。編集部に届いた取材依頼だ。下戸で飲
み歩かない私にとって、バーは未知の世界。
依頼がなければ訪問しなかっただろう。
　撮影は、神二の住人であり、競走馬などの
馬専門のプロカメラマン・高草操さんにお願
いした。朝早い撮影が多いため、いつも夜は
早く寝てしまうという。取材直前の初顔合わ
せのため、恐縮しつつ22時に編集部に来ても
らった。

22時半、恐る恐るbonoboへ向かう

　夜の世界とは無縁の私たちが、いざ店内に
入ると、「いらっしゃい !　待ってたよ」の声
がかかる。店員さんたちがあったかく迎えて
くれてホッとした。この日は、オールナイト
のイベント開催日。bonoboは様々なDJイ
ベントが開かれることで、音楽好きに知られ
ているらしい。
　ドキドキしつつカウンター横の防音扉を開

バー　ボノボ

bar bonobo

神宮前二丁目のウワサ

取材・文=田村美沙紀

ミラーボールと、ちゃぶ台と、DJブース。
何でもありのカオスなバー。

7



初心者をものの2時間で手なずけて、楽しい
と言わせたbar bonobo、恐るべし。

ところで「リカリスイ」って何?

　bonoboと同じ建物では、他に2店が営業
している。昼は別のお店になっているし、看
板の「リカリスイ」（右ページ写真上）も謎
だし、この建物はどうなっているのだろう。
bonoboオーナーの成さんに聞いてみた。
　「看板の『リカリスイ』はたぶん『リカー・
リスイ』のことだよ。ここでは昔、台湾から
来たリスイさんが酒屋をやってたから、その
当時の看板がまだ残ってるだけ」。
　この建物は昭和35年に建てられたもので、
正式には「リカリスイビル」という名前なん
だそう。え、ビル?　どう見てもビルとは言
えないんじゃ…というツッコミは心の中にと
どめ、リカー・リスイがbonoboへとどう移
り変わっていったのか、さらに質問してみた。
　すると、今日までの変遷を語るうえで外せ
ない人物がいたという。その名も「トラさ
ん」。イヴ・サンローランなどの、オートク
チュールで働いていた人らしい。トラさんは
18年ほど前、リスイさんからこの建物を借
りて1階で居酒屋を営業していた。成さんは
そこの常連客だったという。「居酒屋の隣で、
トラさんのパートナーがバーをやってたんだ

けど、ある日突然お店を閉めることになった
んだよね」。以来トラさんもお店をやめ、2
階の自宅部分で生活していたという。2階に
あった流し台は、トラさんが住んでいた名残
なのだ。
　そして12年前、トラさんを慕っていた常
連たちが店子となって始めたのが、bonobo、
江戸酒場 海、Ebonyの3店。トラさんの死
後は、成さんがリスイさんからビルを買い
取ってオーナーとなり、友人たちにスペース
を貸していった。結果、同じ建物に計6店が
店を構えるようになったのだ。最後に成さん
は、神二の人へのメッセージをこう口にした。
　「bonoboはよくあやしい店だと思われる
んだけど、『神二にもひとつくらい、こうい
う遊び場があっていいかな』と思ってもらえ
たらうれしい。いつでもウェルカムですから、
気軽にのぞいてみてください」。

神宮前二丁目のウワサ / bar bonobo

2015年10月にオープン
した海鮮丼屋。日替り丼
（800円）など。

父子で切り盛りする立
ち飲み居酒屋。郵便受
けが入り口の目印。

野菜を多く取り入れた、
バターチキンカレー（600
円）など。

チャージ料がかからない、
カウンター席オンリーの
バー。

関西風だしが自慢のう
どん屋。おすすめはラ
ンチセット（780円）。

音楽とお酒を楽しめる
バー。DJイベントを月
に約20回開催。

リカリスイビル
 住所▶神宮前2-23-4

bar bonobo
営業時間▶19:00～翌5:00
電話番号▶03-6804-5542
定休日▶日

Ebony
営業時間▶22:00～翌5:00
電話番号▶03-3796-8021
定休日▶月

江戸酒場　海
営業時間▶17:00～夜中
定休日▶不定休
「神宮前二丁目商和会マップ

2015→2016」29番

うさぎおうどん
営業時間▶11:30～15:00 
電話番号▶03-6804-5542
定休日▶土・日・祝日

rico curry
営業時間▶12:00～14:30
電話番号▶090-5260-5208
定休日▶土・日・祝日

◯よ（まるよ）
営業時間▶11:30～14:00
定休日▶土・日・祝日

※昼に営業している3店は
テイクアウトOK!

S H O P  D A T A

Ebony bar bonobo江戸酒場 海

rico curry うさぎおうどん◯よ（まるよ）

夜 夜夜

昼 昼昼

「リカリスイビル」に6店が同居中!

●お話を聞いた人
成浩一さん
せい・こういち／bar bonoboオーナー兼リカリスイビルのオーナー。
「bonoboを開く前は、ここを自分の音楽スタジオにしようと思ってたん
だよ」と言うほどの音楽好き。DJとしても活動中。

●bar bonoboの撮影をしてくれた神二の人
高草操さん
たかくさ・みさお／普段は馬や馬に関わる人を取材、撮影している。
「日本ロレックスpresents　日本列島　知恵プロジェクト」（http://
www.chie-project.jp）で「にっぽん、馬紀行」を連載中。
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プロデューサー

Xさん
デザイナー

神
じん

やっこ
プランナー

宮
ぐう

やっこ

見かけによらず
義理人情派の

謎のプロデューサー「X」

神二デザ
インプロジェクト、参加店募集!

J i n g u mae  2 c h om e  Des i g n  Pr o j e c t

P R O F I L E

文＝宮やっこ、写真＝小泉賢一郎（人物）、松村小悠夏（料理）

［# 004 灯台下暗し、欲しいものは意外と身近に］

P R O F I L E

神二にしかない、神二らしい、神二名物のカラフルスイーツをつくって、
グローバルなお客様をおもてなし!と盛り上がるや否や、

前号にて神やっこの「甘いものは嫌い」発言でプロジェクトは迷走へ。
どうやって乗り越える!?「きばいゃんせ※1」で宮崎鶏をつまみながら作戦会議中。

けて企画してるわけ。
宮▶ 姉さん!　それ、僕じゃなくて
双子の弟です。覆面してるん
だし、一応、そういうことに
しておいて（汗）。

X ▶ で、なんでカラフル?
宮▶ テーマは「あなたらしく」。い
ろんな個性があってこそ、世
界は彩り豊かで楽しい!　神二
独特のごった煮感というか、

宮やっこ▶その後、姉さんの「甘い
もの禁止」に対して良いアイ
デア浮かびました?

X ▶ いやあ、それがなかなか…。
そもそも、なんでカラフルス
イーツなの?

神やっこ▶この子、LGBT関係の
NPOやってて、カラフルカフェ、
カラフルハウス、カラフルラ
ンとか、なんでもカラフルつ

神二姉妹
どんなことが人の心を動かしたり、
人の記憶に残ったりするのかを毎
日あれこれ考えている、広告会社
勤務のデザイナー・神やっことプ
ランナー・宮やっこ。この街のご
近所さん同士で、旅好き・美味し
いもの好き・男好きという共通点
のもと、クリエイティブユニット「神
二姉妹」を結成しました。恋人同
士でもなければ、血も繋がってない、
叶姉妹みたいなもんです（笑）。

なんでもあり感をもっと伝え
たくて。

 X▶ いいじゃん。神二、あったかい
よね。ほんと、人があったかい。

神▶ 「きばいゃんせ」みたいなロー
カル感あふれる地鶏の店もあ
れば、こだわりカレーの「ヘン
ドリクス※2」もあったり。しか
も、美味しいとこ、多いよねー。

宮▶ そうそう。僕とか、飲み屋の
はしごじゃなく、食べ物屋を
はしごすることもある。ちょこ
ちょこつまんでは、移動。

神▶ それでデブってんだね、最近。
宮▶ （ギラリ）（怒）!
 X▶ ちょっと待って。それ、いい

じゃん。はしご感覚。神二全
体がタパス屋みたいなね。各
お店のいち押しを小皿にして
もらうわけ。

神▶ やっぱテイクアウトしたいよね、
バインミーみたいに。

宮▶ ベトナムのサンドイッチね。
あれの小さい版、ミニサンド。

神・ X▶ミニサンド!　それだ!
X▶ 各お店にミニサンドつくって
もらって、中身は地鶏もあれば、
カレーもあれば、キムチや、
もしかして蕎麦とかも!?

神▶ いいね。小腹減った時のミニ
サンド。宮やっこも、ダイエッ
トできるし（にやり）。

※1…黒豚味噌漬けの炭火
焼き（写真左）など、九州
名物を味わえる店。神宮前
2-21-12
※2…ランチは日替わりのほ
か、野菜カレー（写真右）
やチキンカレーなど。神宮
前2-13-2
※3…神宮前二丁目商和会
が主催する地元のイベント。
2014年の初開催から、これ
までに3回行われた

宮▶ でも、本当にそんなこと可能
なのかなぁ。何かトライアル
できる機会があればいいけど。

X▶ 今度の「ピープルデザインス
トリート※3」で、できないか
な?　参加希望店をつのってさ、
お客さんはミニサンド入れる
バスケット持って、神二をま
わるとか。ちょっと仲の良い
お店に聞いてみるよ。

神▶ 神二新聞をご覧になって、興
味をもたれた飲食店の方、連
絡ください!

宮▶ いろんな店のいろんなミニサ
ンドがあると、楽しいですよね。

X▶ ぜひ!
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1 ティーラちゃん
2歳／コッカープー／7.5kg

住まいは三丁目ですが、外苑西通
りや千原公園など、二丁目のエリ
アがお散歩コース。甘えん坊なわ
が家のアイドルです。

飼い主・河野さん 飼い主・あやかちゃん 飼い主・鳥山さん 飼い主・Kさん飼い主・S.T.さん

3 Vito（ヴィト）くん
1.8歳／トイマンチェスターテリア／3.3kg

好きなものは「赤ワイン」!　エサ
もオーガニックじゃないと食べま
せん。こんなにセレブに育てた覚
えはないんだけどなあ…。

5 ココアちゃん
6歳／チワワ／2.8kg

数年前に尿結石を発症。神二のペッ
トショップ「MON TOU TOU」の
中にある「ヒロ動物病院」にいつ
もお世話になっています。

飼い主・渡辺さん

 神宮前二丁目で出会った動物
ANIMALS  in Jingumae 2chome

2 カイくん
1歳／ジャンガリアン

これまで3匹ハムスターを飼ったん
だけど、カイは一番の食いしん坊。
ひまわりの種が大好きです。
編集部より…撮影の数日後、天国に旅立っ
たとのこと。向こうでもおいしいものをた

くさん食べていますように!

2015年10月に行われた「ピープルデザインストリートvol.3」にて、
神宮前二丁目新聞は「あなたのペット撮影会」を行いました。

参加してくれた9組の動物たちの紹介です。

取材=松村小悠夏、田村美沙紀　文・撮影=松村小悠夏

4 チョコくん
3歳／シュナダックス／7.8kg

神二にある「喫茶らぴす」の看板
犬。でもお留守番はちょっと苦手。
お客さんが大好きなので、いっぱ
い会いに来てくださいね。

6 ララちゃん
ネザーランド・ドワーフ

よく首輪をつけて千原公園を散歩
させてます。外に行きたそうだっ
たので出してみたら、習慣になっ
ちゃったの。
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Specia l  
T h a n k s

読者のみなさんからいただいた
反響を紹介します。

文＝田中美菜

飼い主・大場さん飼い主・池田さん飼い主・六角さん

● ハヤシコーポレーション
 Hello OMOTESANDO原宿店
 ／神宮前2-16-16 2階
キーホルダーやステッカーを販売
している会社です。
オリジナルデザイン
のキーホルダーなど
も1点から依頼を受
けて作っています。

● スタジオコアー／
 神宮前2-16-9-202
建築がメインのデザイン事務所です。
オフィスは自分たちでリノベーショ
ンしました。棚も机もミニキッチン
も全てお手製です!

「オフィス拝見し隊」コーナーに出たい!

● Nさん
第2号のお弁当MAPのように、朝
食を食べられるお店を載せてほしい
です。

● Panoramica／神宮前2-31-21
 ヴィアレット原宿B1階003
第2号のような「変身プロジェクト」
を手伝いたい!　美容院だから、
ヘアアレンジやメイクはおまかせあ
れ。ウィッグのデザインも請け負っ
ているから何でも貸せるよ。

● shop REGALO 原宿／
 神宮前2-18-7
バッグの企画・製造・販売を行っ
ているブランドの直営店です。神
二にお店を構えて約18年。ぜひ
協力して、神二をもっと盛り上げた
いです。音楽ライブなどのイベント
も毎月催しています。

● 高草操さん（カメラマン）
仕事としても、趣味としても、馬や
馬に関わる人を撮影しています。
編集部より●今号のbonobo（P.6）
の撮影をお願いしました!

こんな企画を待ってます

神二新聞、手伝いた～い!

● 大竹さん
神二は通勤経路で、飲んだり買
い物をしたりする、大好きなエリア。
私も新聞づくりに参加したい!

● スポーツマネジメント
 三宅さん／神宮前2-12-2
 ステージ神宮前Ⅱ 4階
神ニ新聞の「回覧板」12月号で
「1/20（水）東京体育館フットサル
コートで、個人参加フットサルを開
催!」と募集したところ、計15名中、
神二の参加者は8名でした。今後
もフットサルやサッカーのイベントを
開催するので、ご近所さんにぜひ
参加してほしいです!

● VAPE HOUSE原宿店 重田さん
 ／神宮前3-20-21 1階
電子タバコ（VAPE）専門店。日
本での認知度を高めていきたいです。

● アトリエユンヌ／千駄ヶ谷
 5-3-9イトウハイム303
LGBT支援企業です。月に1回の
千駄ヶ谷でのトーク会や、舞台を
開催しています。

「回覧板」でフットサルメンバーを募集!

神二の外からこんにちは

8 フジマルくん
3歳／ヒョウモントカゲモドキ／200g

TV で観たとき、「あ、飼ったらお
もしろいかも…」と思い立ち、す
ぐペットショップに行きました。月
に2回、中野まで生きたコオロギを
50～100匹くらい買いに行くのが
ちょっとした試練です。もう慣れ
ましたけどね。普段は夜行性なの
で、昼間はシェルターの中でじっ
と寝ています。たまに主人のトレー
ナーのポッケに入れてもらうのが、
暖かくてお気に入りのようです。

7 （左から）あんこちゃん
5歳／ヨークシャテリア／約5kg　　

リリーちゃん
12歳／ヨークシャテリア／6.3kg

たろうくん
13歳／シーズー

たまたま友達の犬を一緒に連れて
いますが、私が飼っているのはリ
リーだけ。あんこは人混みが嫌い
だし、たろうはどんどん進みたが
るし性格はバラバラ。人間も良い
運動になります。

9 （左から）キアラちゃん
5歳／シェルティ／約10kg

ウィルくん
5歳／シェルティ／約10kg

エルちゃん
7歳／シェルティ／9.3kg

分身の術を使ったみたいにソック
リだけど、私はばっちり見分けら
れますよ。キアラは首周りが襟巻
きをつけたみたいに真っ白、ウィ
ルは鼻筋の白線が長い。エルはお
顔が茶色なんです。

神宮前二丁目で出会った動物
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神二カラフルサンド計画
神二にしかない、オリジナルミニサン
ド作りに協力してくれるお店を募集中!

朝食を食べられる店
朝早くに開く、モーニングが食べられ
る神二のお店を知りませんか?

回覧板への掲載
「アルバイト募集」「こんなイベントを
やります」など、神二の人にいま知
らせたいことを無料で掲載します。

企画参加・情報提供

神宮前二丁目新聞の冊子版や回覧
板を置いてもらえるお店を募集してい
ます。「うちに置いていいよ」「隣近
所くらいなら配ってあげる」という方、　
ご連絡ください。

謝礼のお支払いはできませんが、そ
れでもOKという方、プロ・アマ問わ
ずお待ちしています。

店頭配布

カメラマン、イラストレーター募集

電話  03-3478-1774
FAX  03-3402-5558

メール  jin2shinbun@pot.co.jp　
WEB  http：//jin2news.net/

神宮前二丁目新聞を一緒に作りませんか? 神宮前二丁目で暮らす人・
働く人・遊ぶ人なら誰でもOK!

神宮前二丁目新聞 検索

トップ→応募

WEBサイトに応募フォームを設けています

「新聞ってどうやって作ってるの?」「こ
んな企画をやってほしい」など、神二
新聞の制作に興味がある方、みんな
でワイワイ話しましょう。飛び入り参加
も大歓迎です!
●参加費／無料（簡単なおつまみと
飲み物をご用意しています）
●日時／2月24日（水）18～20時
●場所／カラフルステーション
（神宮前2-14-17 2階）

公開編集会議のお知らせ

応募先

神宮前二丁目新聞 第4号　2016年2月20日発行　
8,000部　両面4Cマットコート90kg
発行▶ポット出版　制作▶ポット出版、認定NPO法人グッド・エイジング・
エールズ　協力▶認定NPO法人グッド・エイジング・エールズ
問い合わせ先  電話▶03-3478-1774　住所▶神宮前2-33-18 ビラ・セレー

ナ303号室　メールアドレス▶ jin2shinbun@pot.co.jp

渋谷神宮前郵便局

セブンイレブン

ミニストップ

明
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千駄谷小学校

外
苑
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通
り

田村美沙紀（編集）

中田せら（編集） 松中権（編集）
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