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ピープルデザイン・ストリート
イベント会場

神 宮 前 二丁目 新 聞 回 覧板
2016年 4月号

	 4/29（金・祝）

	 カブトムシの幼虫	
	 差し上げます
「クリーニングシマダ」島田さんより

息子がもらったカブトムシが増えすぎて
困っています。カブトムシの幼虫がほしい
方、差し上げます（雌雄不明、虫カゴ付
き）。ご希望の方は前日までにご連絡くだ
さい。折り返し連絡します。
	 	4/29（金・祝）13〜14時の
間に、クリーニングシマダ（神宮前2-13-
6）へ取りに来られる方
	 	本紙下にある神宮前二丁目新
聞回覧板応募フォームへ連絡ください

	 	5/9（月）

	 700円で包丁の切れ味	
	 復活させませんか?
「rico	curry」坂本さんより

カレー屋rico	curryは、包丁研ぎをしてく
れる料理人を紹介しています。包丁は毎
月第2月曜にrico	curryで預かり、2日後の
水曜にお返しします。価格は包丁1本につ
き700円です。	 	
	 	住所▶神宮前2-23-4／営業
時間▶12〜14時半／定休日▶土・日・祝
／電話▶090-5260-5208／メール▶rico
mamico@ybb.ne.jp

	 	5/14（土）譲渡会、5/1（日）〜30（月）募金活動

	 保護犬の譲渡会開催&	
	 募金ボランティア募集
「Tier	Heim	KOKUA」細谷さんより

Tier	Heim	KOKUAでは、虐げられている
犬猫を保護。ケアやしつけ等を行い、新
たな家族へ届けています。一時預かり、
ペットホテル等も提供しており、代金は
保護した犬猫のために使用しています。
5/14（土）には保護犬の里親を募集する
譲渡会を開催。また、募金活動に協力して
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くでボールを蹴りたい」という方、ぜひご
参加ください。飛び入りも大歓迎！	 		
	 		日時▶5/17（火）21〜22時
半／参加費▶1人1,500円／会場▶東京体
育館フットサルコート（千駄ヶ谷1-17-1）
	 	主催・運営▶スポーツマネジ
メント株式会社／住所▶神宮前2-12-2ス
テージ神宮前Ⅱ	4階／担当▶大木、越川／
電話▶03-5412-0055

	 	5/27（金）、28（土）

	 ネイルケア体験無料の	
	 合同イベント開催します
「Awesome	Blossom」原韻子（あきこ）さんより

ジュエリー店&エステ店と合同で、イベン
トを開催します。イベント内容は、私が経
営するネイルサロンAwesome	Blossomの
無料ネイルケア体験、ジュエリーブラン
ドCELLEの展示会&受注会、エステサロ
ンAuraのカウンセリング。「Keep	our	sm
ile」をコンセプトに、ライフスタイルに
「きれい」を取り入れることで、みんなが
笑顔になれるイベントを目指します！
	 	5/27（金）12〜19時、5/28
（土）11〜19時、ソラトニワ原宿イベント
スペース（神宮前3-25-18	The	share	1階）
	 	住所▶神宮前2-6-14／営業時
間▶平日10〜20時／電話▶03-6804-1477	
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くれるボランティアスタッフも募集。次回
は5/1（日）〜30（月）に実施予定です。

	 	譲渡会▶5/14（土）13〜16
時／募金活動▶5/1（日）〜30（月）※詳
細はお問い合わせください
	 	住所▶神宮前2-20-13	TNビ
ル1階／営業時間▶11〜19時／電話▶03-
6804-5687／メール▶dog-kokua@aloha	
703.com／WEB▶http://tierheim-kokua.
aloha703.com

	 	5/15（日）

　ピープルデザイン・	
			ストリートvol.4	
　開催します
神宮前二丁目商和会より

5/15（日）11時半〜15時半、いよいよ4回
目の「ピープルデザイン・ストリート」を開
催！　二丁目の飲食店の出店や、チョーク
で道路への落書き大会など、親子で楽し
めるブースも予定しています。
	 	03-3401-1991（イベント実
行委員長・別所正浩）

神宮前二丁目新聞は「神二サンド」の屋台
を出店します！（詳しくは裏面へ）

	5/17（火）

第2回神宮前二丁目	
フットサル！
「スポーツマネジメント」三宅さんより

日本のサッカーを強くするために活動する
“スポマネ”が、『神二フットサル』を開催
します！　「ご近所さんと交流したい」「近

開催情報

問い合わせ

4

問い合わせ

外
苑
西
通
り

明
治
通
り 渋谷神宮前郵便局

セブンイレブン

クリーニング
シマダMOKUBAZA
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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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メディカル
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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!

5/5（木・祝）

明治神宮で	
こいのぼり大会開催
明治神宮児童文化会

「神宮の森のこいのぼり子供大会」が開か
れます。子どもたちの願い事を書いたこ
いのぼりを空に泳がせる企画などを予定
しています。対象は小学校6年生まで、参
加費無料。事前に電話申し込みが必要で
す（定員に達し次第締め切り）。
	 	電話▶03-3379-9123／受付
時間▶月〜金9〜12時、13〜17時

5/7（土）

けん玉作りにも挑戦!	
特別なおはなし会開催
渋谷区立中央図書館

5/7（土）15〜16時、「春のスペシャルおは
なし会　やってみよう！伝統あそび」を開催。
本の読み聞かせに加え、ペットボトルでけん
玉を作る時間もあります。事前申し込み不要
です。
	 	住所▶神宮前1-4-1／開館時
間▶火〜土9〜21時、日・月・祝日9〜18
時／電話▶03-3403-2591／休館日▶毎
月第１月、第3木（祝日の場合は開館し、
直後の平日に休館）

5/7（土）、8（日）

代々木公園を中心に	
LGBTイベント開催
東京レインボープライド

「東京レインボープライド2016」と題し5/7
（土）には代々木公園内でイベントを、8
（日）には渋谷区役所前から代々木公園にか
けてパレードを実施される予定です。
	 	WEB ▶ http://tokyorainbo
wpride.com

神二周辺エリアのお知らせ
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	 小学生向けバスケット	
	 ボールクラブ	
　新入部員募集中!
「千駄谷バスケットボールクラブ」藤田監督より

千駄谷小学校と近隣
の小学校の1〜6年
生が所属するバス
ケットボールクラブ
です。昨年度の渋谷
区民大会では、男子
6年生以下準優勝、
男子5年生以下優勝、
女子6年生以下優勝
という好成績を残しました。見学、体験
入部はいつでも大歓迎！　月謝などの詳
細はWEBサイトへ。
	 	時間▶水16〜18時　土9〜
12時　不定期で日、祝日もあり。場所▶

千駄谷小学校（千駄ヶ谷2-4-1）
	 		住所▶神宮前2-20-10／電話
▶03-3470-1210／WEB▶http://senda
gayabc.web.fc2.com

	 カレー&バー	 	
	 MOKUBAZAの	
	 アルバイト募集
「MOKUBAZA」宮本さんより

ランチタイムに週1〜2日働ける方を募集
しています。主な仕事内容はホールでの
接客、配膳、洗い物。飲食店未経験者も
OKです。詳細はお問い合わせください。
	 	勤務時間▶10時45分〜15時
半、週1〜2日／時給▶910円
	 	住所▶神宮前2-28-12	1階／
営業時間▶ランチタイム11時半〜15時、
バータイム19時半〜23時半／定休日▶

日・祝（月のみランチ休）／電話▶03-
3404-2606／担当▶宮本
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●「回覧板」への掲載
次号（6/20発行予定）掲載の情報を
募集中。締切は6/1（水）です。

●カメラマン、イラストレーター
プロアマ問いません。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。

●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。

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、神二のお店が作るミニサンドイッチ「神
二サンド」を販売します。下記の店舗の参加が決定しました!

	 5/29（日）

	 とにもかくにも	
	 元気になりたい人へ
一般社団法人メディカルレイキ統合医療学会より

最近疲れがとれない、ストレスがたまって
元気がないという方、メディカルレイキ
ヒーリングを体験してみませんか?　代表
理事の大村浩子の施術は16,200円ですが、
学会認定プラクティショナー（研修生）
の施術を特別価格で体験できます。
	 		日時▶5/29（日）11時〜、12
時半〜、14時〜のいずれか／場所▶メディ
カルレイキアカデミー（神宮前2-14-11　
1階）／価格▶60分3,000円／定員▶9名
	 	メール▶info@medical-reiki.
net「神宮前二丁目新聞回覧板を見た」と
お伝えください。／WEB▶http://medical	
-reiki.net

	 ランチタイムのみ営業	
	 牛煮込みとカレーの店
「ポピーズのランチ」より

2月中旬よりランチタイムのみ、バー・ポ
ピーズを借りて営業しています。メニュー
は牛煮込みと和風ポークカレー。その日
の気分で選んでください！　テイクアウト
OKです。

牛煮込み（写真・並500円、大600円）、和
風ポークカレー（並500円、大600円）、御
飯（写真・並200円、大250円）、サイド
メニュー各種
	 	住所▶神宮前2-20-12	1階／
営業時間▶12〜15時／定休日▶土・日
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神宮前二丁目新聞回覧板2016年4月号　2016年4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　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　住所●神宮前2-33-18ビラ・セレーナ303号室

ピープルデザイン・ストリートで
「神二サンド」を販売します!

5/15（日）
11時半〜

●「神二サンド」の売り子
編集部スタッフと共に「神二サンド」
を売ってくれる方、ご連絡ください!

●写真撮影してくれる人
イベントの様子を撮影してくれる方、
ご連絡ください。撮影した写真は「神
宮前二丁目新聞」に掲載します。
※カメラは持参してください　
※開催中ずっとでなくて構いません。遊びに来が
てらの参加歓迎です眞吉本店

居酒屋・魚料理
神宮前2-19-17

Famiglia
イタリアン
神宮前2-19-15 2階

もつなべ旦過
居酒屋・もつ料理
神宮前2-15-2

CAROLINE  DINER
カフェバー
神宮前2-14-11


