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。
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3/27（日）

「神二桜」の周りを
お掃除する人大募集
「紫金飯店」寺沢さんより

5/15（日）

ピープルデザイン
   ストリートvol.4
開催します

アーランジュ
神二桜

5

4/1（金）
・2（土）

ウィルトスワインで
変わり種ワイン試飲会

3/19（土）
・26（土）
・4/2（土）
・9（土）
・16（土）

「Siki Life Yoga」坂木さんより

ワインは白、赤だけじゃない！ オレンジ、
黒、黄色、にごり…こんな珍しいワイン
の試飲会を行います！
開催情報 4/1（金）18時〜20時、4/2
（土）14時〜16時。ご予約いただいた方
は会費2,000円（当日2,500円）
。
問い合わせ 住所▶神宮前2-11-19 1階／

毎週土曜9時半〜11時、神二でヨガ教室
を開いています。その日の参加者によっ
てレッスン内容を変えているので、どなた
でも無理なくヨガを楽しめます。体が固
い方や初心者の方も大歓迎！ 参加希望
の方はWEBサイト（http://www.sikilife.
com）からご連絡ください。
・26（ 土 ）
・4/2
開催情報 3/19（ 土 ）
（土）
・9（土）
・16（土）9時半〜11時。参
加費は2,000円。会場は WEBサイトで確
認を。ヨガマットがない場合は事前にお
伝えください。
問い合わせ メール▶siki-tokyo@sikilife.com

ct@virtus-wine.com／定休日▶日・月
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4/16（土）

ベラミナイト開催日決定
参加者募集
「紫金飯店」寺沢さんより

神宮前二丁目新聞第2号にも登場した「ベ
ラミナイト」
。ゆる〜いセッションや、持ち
ネタを披露しあいます。4/16（土）19時
くらいから開催。ボーカル・ギター・タン
バリン、素人バンドに参加してくれる人待っ
てます。当日飛び入りOK。
問い合わせ 場所 ▶ 神宮前2-35-9 1階喫
茶ベラミ／電話▶090-9674-9427（寺沢）
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7 眞吉
9 スタジオコアー

渋谷神宮前郵便局

5

Siki Life Yoga
100m

ら通常体験レッスン料1,000円のところ
500円で参加できます！
開催日時 月（3/21、28）19時〜20時
15分、 火（3/22、29）13時〜14時15
分、金（3/25）19時〜20時15分
申し込み 氏名、電話番号、住所、参加
希望日（上記からひとつ）
、年齢を書いて
web@trapeziste.jpまでメールにて。
問い合わせ 住所▶神宮前2-35-13原宿リ
ビン202／営業時間▶平日14時〜22時／
電話▶03-6382-8124

筋肉が緩み出す春
ヨガ始めませんか?

「ウィルトスワイン神宮前」中尾さんより

電 話 ▶ 03-4405-8537／ メ ー ル ▶ conta

EDIT LIFE TOKYO

ウィルトスワイン
神宮前 2
外苑西通
り
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今年は神宮前二丁目楽団も出演予定

5
セブンイレブン

り
明治通

5/15（日）11時半〜15時半に、今回4回
目となる「ピープルデザインストリート」
を開催します。二丁目の飲食店による屋
台や、チョークで落書きできる道路スペー
スを設ける予定です。
問い合わせ 03-3401-1991（イベント実
行委員長・別所正浩）

〜3時間程度／集合場所▶ 千駄谷小交差
点植栽付近／ほうき持参歓迎。連絡不要、
直接現地集合です。

仙寿院
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1 6 3 喫茶ベラミ

神宮前二丁目商和会より

由緒ただしい歴史のある桜の木。千駄谷
小学校交差点の神宮前二丁目側（中華・
紫金飯店の横）にある桜の木を一層キレ
イに楽しむために、あの三角の植栽のと
ころを一緒に掃除しませんか?
問い合わせ 日時▶3/27（日）13時〜、2

ピープルデザインストリート
イベント会場
（予定）

千駄谷小学校

月曜講師=yukie
（左）
、
火・金講師=亜里
（右）
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眞吉でアルバイトと
正社員募集中

「眞吉本店」中静
（ナカシズ）
さんより

3/21（月）
・22（火）
・25（金）
・28（月）
・29（火）

ベリーダンス初心者さん
500円で体験できます
「アーランジュ」大久保さんより

2008年より神二でベリーダンス教室を開
いています。ベリーダンスは体が固い人
でも大丈夫。お腹を出す必要もないので、
気軽に体験してみませんか? 下記日程な

魚がおいしい居酒屋・眞吉で楽しく働き
ませんか? 魚好き、お酒好き、男好き、
女好き…人間が好きな人大歓迎！ 飲食
店勤務未経験でもOKです。
条件
［アルバイト］時給▶1,100円
（研修期間あり）
／勤務時間▶16時〜24時
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

（3時間以上）
［正社員］
月給▶23万円〜／

bookのグループ「神宮前二丁目楽団」へ。

賞与、昇給、社員旅行あり

練習やベラミナイトの時に声をかけるの

問い合わせ 住所▶神宮前2-19-17 1階／営

で、ご連絡ください。

問い合わせ

業時間▶月〜金11時半〜14時（ランチ）
、17

「スタジオコアー」永長
（ナガオサ）
さんより

イベントの企画・会場設営を手がけてい
る事務所。オフィスの机や棚もスタッフ
で手作りしちゃうくらいなので、廃材が余
りまくってます！ DIY用、画材用などな
ど、廃材が必要な方がいましたらぜひ持っ
て行って下さい。
問い合わせ 住所▶神宮前2-16-9フタミビ

「EDIT LIFE TOKYO」堀田さんより

ギャラリー兼雑貨店・EDIT LIFE TOKYO
は2/1（月）から、営業日を変更しました。
お店は金・土・日のみのオープンですが、
オンラインショップ（http://editlife.jp）
ではいつでもお買い物を楽しめます！
問い合わせ 住所▶神宮前2-27-6／営業日▶

渋谷のラジオ

3e@studiokoaa.com

渋谷区のコミュニティFM放送局がもうす
ぐ開局。最新情報は公式Twitter（@shibuy
anoradio）でチェックを！ ボランティア
スタッフや「市民ファウンダー」
（個人出
資者）の募集もあり。
放送局情報 周波数▶87.6MHz／住所▶渋

神二周辺エリアのお知らせ

03-5413-3841／メール▶info@editlife.jp

4/15（金）

一緒に楽器と歌を
楽しみませんか？

鳩森八幡神社で
大祭と子供祭があります

神宮前二丁目楽団より

鳩森八幡神社

谷 3-22-11 ／ WEB ▶ https://shiburadi.
com

4/15（金）14時から境内にある甲賀稲荷社
で、五穀豊穣と商売繁盛を祈って大祭が行
われます。15時半からの子供祭では、お参
りの作法を学ぶ時間の他、ゲーム大会も!
問い合わせ 住所▶千駄ヶ谷1-1-24／電話
▶03-3401-1284／メール ▶shamusho@

hatonomori-shrine.or.jp
神二在住・在勤者4〜6名を中心に、ギター
やドラム、トランペット、カホンなんかを
持ち寄って合奏してます。楽器はなんでも
OK。歌いたい人を特に歓迎！ 曲目はブ
ルーハーツ、ストーンズなどのカバーから
オリジナル曲まで様々。現在の主な舞台は、
2〜3ヶ月おきの土曜夜に喫茶ベラミで行わ
れる「ベラミナイト」での演奏披露。
問い合わせ バンドマスター ▶ 寺沢良行

4/16（土）
・17（日）

鳩森八幡神社で
マーケットが開かれます
せんだがやタウンマーケット事務局

鳩森八幡神社の境内で、タウンマーケット
が開催されます。第4回目の今回は、野菜や
手作りスイーツ、ハンドメイドアクセサリー
の販売など、数多くのお店が参加！ 子供
向けのワークショップも開かれる予定です。

（紫金飯店）／WEB▶本紙下部の「神宮前
二丁目新聞」応募フォーム、またはFace

神宮前二丁目新聞からの募集

『Backstreet angels-裏通りの天使たち-』上演
「アトリエユンヌ」
この舞台は、老若男女・LGBTの多様な出演者たち
と「詩・舞・芝居」が織りなすヒューマン・ファン
タジー。詳細はWEBサイトでチェック。
［特典］10名限定で500円割引！ 電話申込時「神
宮前二丁目新聞回覧板を見た」と伝えてください。
［問い合わせ］住所▶千駄ヶ谷5-3-9イトウハイム
303／電話▶0120-590-301（10時〜17時）／
WEB▶http://atelierune.com

3月下旬にツバクローの新アイテムが入荷予定!
「Dimple」
パリジェンヌをイメージした雑貨専門店。トリコ
ロールカラーつながりで、ヤクルトスワローズと
のコラボ雑貨も販売されています。野球ファンの
オジサマ方も必見！
［問い合わせ］住所▶神宮前3-36-19シェルブール
2階／営業時間▶平日18時半〜21時、土・日・祝
14時〜20時／電話▶03-5474-8078

●「回覧板」への掲載

次号（4/20発行予定）掲載の情報
を募集中。締切は4/1（金）です。

飲食店のみなさん、以下の問い合
わせ先までご連絡ください。
※応募多数の場合は、神宮前二丁目商和
会に加盟する飲食店を優先させて頂く場合
があります。
神二姉妹&Mr.Xと
神二を盛り上げよう!

● カメラマン、
イラストレーター

2/24（水）に開催した「神宮前
二丁目新聞」の公開編集会議。
13人の方に参加していただき、自
己紹介をしたり企画案を出しあった
りと盛り上がりました。

● 店頭配布

新聞を置いてもらえるお店や、配布
を手伝ってくれる方を募集中。

電話

03-3478-1774

メール

jin2shinbun@pot.co.jp

FAX

03-3402-5558

WEB

http：//jin2news.net/

制作協力 ● 認定NPO法人グッド・エイジング・エールズ 電話 ● 03-3478-1774

以前募集したイベントのレポート

現在、謝礼はお支払いできませんが、
それでも OK な方お待ちしています。

神宮前二丁目新聞回覧板2016年3月号 2016年3月20日発行／3,000部（内2,000部各戸配布）／マット紙／90kg
発行 ● ポット出版

問い合わせ メール▶info@shiburadi.com

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!

飲食店のみなさんへ
5/15（日）のピープルデザインストリートで
神二ならではのミニサンドを創作して販売しませんか?

ご応募は
こちら !

「渋谷のラジオ」が
今春開局されます

ル202／電話▶03-6804-6081／メール▶

金・土・日／営業時間▶11時〜20時／電話▶

5/15（日）に神宮前二丁目商和会
が主催するイベント「ピープルデザ
インストリート」。ここで神宮前二丁
目新聞は、神二にしかないオリジナ
ルのミニサンドイッチ「神二サンド」
を販売したいという野望を持っていま
す。ミニサンド作りに協力してくれる

メ ー ル ▶ info@sendagayato

有孔ボード、オーク材
自由に持ってって下さい
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23時／電話▶03-3401-3917／担当▶中静

EDIT LIFEの
営業日が変わりました

4/16（土）
・17（日）8時〜16時

wn.com

時〜24時 土16時〜24時 日・祝16時〜
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開催情報

／住所▶千駄ヶ谷1-1-24

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

住所 ● 神宮前2-33-18ビラ・セレーナ303号室

