神二で暮らす、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、神二のお店が作った
「神二サンド」!
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irodori
ビックフライドチキン
カツサンド

●

サンド」を販売しました!
二
神
「
［# 005 イベント限定、11種類のミニサンドが勢揃い］

春からの新メニューとして、老若男女
LGBTに大人気のビッグチキンカツ。横
綱の手のひらサイズの台湾スパイスチキ
ンを6分の1にカットし、スイートチリ・マ
ヨ&ライムを添えて、贅沢にサンド!

眞吉本店
●

じん

神やっこ

どれもお店の
個性が出ていて
おいしかった〜 !

●
●

パクチーチキンサンド
パクチートムポテサンド
パクチー玉子サンド

（全てトムヤム味）

マスターの佐々木さんは（お粥屋さんだ
けど）サンドイッチ作りが趣味。お店自
慢のトムヤム味で3種も作ってくれました。

サーモンアボカド
サンド

魚がうまい居酒屋さん。このサンド作り
をきっかけに、お店の新メニュー（バケッ
トにサーモンとアボカドを載せ、マスカ
ルポーネのディップを添えたもの）が誕
生しました。

ぐう

Famiglia
有機野菜と本物の
オリーブオイルのサンド

●

（バジリコパンと卵、
白ゴマパンとツナ）

手作りパンも食べられるイタリアンのお店。
バジリコパンには、イベント当日の朝すり
つぶしたバジルを練り込みました。

rico curry
カレー風味の
しっとりチキン
自家製チャツネサンド

日替わりのサイドメニューとして人気の
「しっとりチキン」を、チャツネ（プルー
ンと果物のソース）の甘酸っぱさでアク
セントを付けてサンドにしました。
営業時間▶月〜金12〜

14時半

住所▶神宮前2-23-4
電話▶090-5260-5208
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文＝宮やっこ・上野絵美・田中美菜・田村美沙紀・松村小悠夏 写真＝和田悠里

もつなべ 旦過
●

旦過特製!!
北Qサンド

（コロッケ、サバぬか）

福岡県北九州市出身の大将が、旦過の名
物をサンドにしました。サバぬかサンドは、
パンとサバの味をマッチさせるため、具
にタマネギを入れています。

営業時間▶火〜日12〜
15時、18〜 23時半
住所▶神宮前2-19-15 2

営業時間▶月〜金17〜

24時、土・日・祝17〜
23時
住所▶神宮前2-15-2
電話▶03-6447-2324

階

電話▶03-3401-3917

●

営業時間▶11〜22時
住所▶神宮前2-14-11
電話▶03-6721-1960

電話▶03-5474-6691

〜14時、
17〜24時、土16
〜24時、
日・祝16〜23時
住所▶神宮前2-19-17

宮やっこ

千切りキャベツと卵、ハムが入ったお店
のいちおしサンド。普段は目玉焼きのと
ころ、ミニサイズにするため卵焼きにア
レンジしました。ハムは「長崎県で知ら
ない人はいないほど有名」なものだそう。

半 〜 15 時、18 時 半 〜
23時
住所▶神宮前2-6-6 2階

営業時間▶月〜金11時半
プランナー

CAROLINE DINER
クラウドサンド

●

営業時間▶月〜土11時

営業時間▶12〜16時、
18 〜 24 時（ 金・ 土・
祝前日は翌2時）
住所▶神宮前2-14-17
電話▶03-6804-3736

神二のお店ならではの、神二でしか味わえないミニサンドイッチ、「神二サンド」を作りたい !
こんなお願いを受け入れてくれた8店舗の協力で、「神二サンド」第1弾が実現。
5/15（日）、神宮前二丁目で行われた「ピープルデザインストリート vol.4」で
計251個を販売、全種類完売しました !

デザイナー

粥麺楽屋 喜々
●

電話▶03-6447-1464

力
パンで協

トゥルナージュ 神宮前店

天然酵母と北海道産小麦、天然塩、素焚
（すだき）糖で作るこだわりパンのお店。
「irodori」
「喜々」
「眞吉」
「旦過」
「rico
curry」のサンドに使用したパンは、普段、
トゥルナージュの店頭で販売している山
型食パンやフランスパンです。
営業時間▶月〜金10〜

18時

住所▶神宮前2-15-15
電話▶03-5474-1083

PROFILE

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）
。
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神宮前二丁目のイベント

ピープルデザイン
ストリート vol.4

路上ステージで大フィーバーする
謎のバンドの正体とは ?
取材・文 = 中田せら

神二に歩行者天国が現れた ! すっかりおな
People Design Street vol.4

じみとなったこの光景は、神宮前二丁目商和
会が主催する「ピープルデザインストリート」
。
いつも何気なく通っている道が突如、子ども
から大人まで楽しめる一大エンターテイメン
ト空間に生まれ変わるのは圧巻だ。
中でも私が注目したのは、特設ステージに
登場したバンド。ド派手なアロハシャツにサ
ングラス、ちょっと薄めの白髪頭をビンビン
立てギターをかきならすおっちゃんや、スー
ツ姿のお兄ちゃん、女子高生も混じったチー
ムの名は「神二楽団」
。謎に満ちた彼らの魅
力は何と言ってもそのバラバラ具合とゆるさ。
下は16歳から上は60代まで年齢、性別、職
業も多様なメンバーの共通点は住む、働く、
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撮影 = 和田悠里、大竹良子

5/15（日）11時半〜15時半、
商店街の道路を車両規制して
行われた「ピープルデザイン
ストリート」
。地元のお店によ
る出店や、青空マージャン、お
面作り体験などが行われた。
写真左／路上健康測定を体験
中の筆者。写真右／洗い流せ
るチョークで道路にらくがき。

遊ぶなど何かしら神二に関わっていること。
普段は、喫茶ベラミ（神宮前2-35-9）で定期
的に開催される「ベラミナイト」でセッショ
ンをしているメンバーが、この日のために特
別グループを結成したのだ。あくまでも「み
んなで楽しむこと」が大事なので、技術や才
能は二の次。多少の失敗はご愛嬌。メンバー
も観客も一緒になって演奏を楽しむ。30分の
ステージで、ビートルズの「レットイット
ビー」の替え歌「レットイット神宮前二丁
目」など、地元をテーマにした3曲を含む計6
曲を演奏した。彼らの演奏に通りすがりのお
客さんも思わず足を止めて音楽を楽しんでい
た。次の「ピープルデザインストリート」で
も彼らに会えることを期待したい。
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神宮前二丁目めぐり

I LOVE

けんちゃん
I Love Kenchan

地元の呑んべえが集うバー。
常連さんも、初めの一歩は恐る恐るだった
取材・文・撮影 = 上野絵美

通りかかると、つい中をのぞいてしまう。

4、5年だが、入るまでに1年かかったらしい。

せまい店内で常連らしき人たちが楽しそうに

「ずっと気になってたけど、なんか入りづら

呑んでいる。その世界に入っていけなさそう
で、でもいつか入ってみたくて。そんなバー
「I LOVE けんちゃん」の常連と知り合った。

くて。誰もお客さんがいないときに思いきっ
て入ってみたんです」
。今では、ママのくみ
さんに「あっこちゃん、新メニューの名前考
えてよ」と言われるほどの常連だ。

神二のネイルサロンのオーナー・あっこさん。
日曜18時、
「けんちゃん」デビューに付き合っ
てもらった。
店内は9席のカウンターのみ、壁には男性
の写真とギターが掛けてある。この男性が前
オーナーのけんちゃん。2年前に病気で亡く
なって以来、妻のくみさんが店を切り盛りし
ている。ギターは、音楽好きな彼が即興の弾
き語りに使っていたものだ。
あっこさんは「けんちゃん」に通い始めて

21時、徐々にお客さんが増えてくる。自然
と乾杯が始まり、新参者の私にも笑顔でグラ
スが向けられた。常連たちは、ときにけなし
あい大声で笑っている。その様子に、バーと
いうより親戚の集まりに混ざった気分になる。
もう何本目かわからないビールの栓を抜い
たとき、窓の外から通りすがりに中をのぞく
人と目が合った。
「入ってみたら楽しいよ」と、
心の中で呼びかけた。

SHOP D ATA

I LOVE けんちゃん
営業時間▶18:00〜翌2:00
定休日▶不定休

住所▶神宮前2-19-10

1階
電話番号▶03-3405-4601
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MENU▶

瓶ビール（中）¥700
八海山 ¥800 麦焼酒 ¥600
ワイン（白・赤）¥650
ウーロン茶 ¥250

いいから食べて♡
原田家クリスマス用鶏 ¥480
あっこさんがメニュー
名を考えた鶏の照焼き
風。柔らかくニンニク
の風味が香ばしい
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神二の隠れた達人

玉川屋のおじさん

中村 光市さん
NAKAMURA Koichi

玉川屋のおじさんに
バラの手入れを教えてもらった
取材・文・撮影 = 佐藤智砂

野菜や調味料、タバコなど、ちょっとした

るらしい。特にこの時期は水やりが命。毎日

ものを買うのに便利な店、
「玉川屋」のおじさ

あげて、肥料も忘れずに。油カスが一番いい

んのもう一つの顔は園芸家。花を咲かせるの
がとても難しいというサイコプシス（蘭）や、
月下美人などを育てている。そんな凄腕グリー
ンフィンガーのおじさんに、今一つきれいに
花が咲かないわが家のバラを見てもらうこと
にした。

そうだが、コバエがくるのでベランダ栽培に
は不向き。化成肥料でいいとのこと。
何を聞いても、即、答えてくれるおじさん。
どうしてこんなに詳しいかというと、おじさ
んちは元々農家。二子玉川の近くで庭木や野
菜を作っていた。つまりおじさんはプロだっ
たのだ。昔はサツキやらツゲやら、いろんな
庭木が売れたそうだ。玉川屋はおじさんのお
父さんが作った野菜を売るために開いた店。
今から約60年前、おじさんが二十歳の頃だ。
今は、朝4時に市場で野菜を仕入れ、売り物

4月初旬、うちのベランダにやって来たお
じさん。バラを見てひと言。
「剪定しなかっ
たでしょ ? 2月に剪定しないとダメだよ」
。
えー、もう遅いってこと !? 「このバラは四
季咲きだから、8月の下旬から9月の始めに剪
定すれば、秋にはきれいに咲くよ」
。よかっ
た〜。で、剪定はどのように ? 「外を向いて
いる芽の1センチくらい上を切る。そうする
と強い枝が伸びてきて、強い花が咲く。桜切
るバカ、梅切らぬバカって言うけどさ、バラ
も思いきって切った方がいいのよ」
。
植え替えの時期について聞くと、2月が一
番失敗しないそうだ。今、土が硬くなってい
る場合は、添え木棒などを土に刺して穴を開
けると、水はけがよくなってバラが元気にな
10

の庭木は作っていない。趣味として植物を育
てている。店のある日より、休みの日の方が
植物の世話で忙しいそうだ。
SHOP D ATA

玉川屋
営業時間▶8:00〜20:00
定休日▶日・祝日

住所▶神宮前2-19-10
電話番号▶03-3401-4334

11

DOGS & FISH in jingumae 2 chome

神宮前二丁目で
暮らす動物
取材・文 = 田中美菜
撮影 = 田村美沙紀・松村小悠夏・田中美菜・上野絵美

赤い人さん

クリーちゃん

● 年齢…10歳くらい

● 体重…23kg

● 飼い主…

● 犬種…雑種

芦澤くるみさん 専門学校生
パパはヘアーサロン CURE
（神宮前2-14-10）の真人さん

● お世話係…

坂 上 祐 香さん

la jeune Boutique 勤務

片割れは白い人

出会いは「原宿の丘」の縁日。12匹の仲間と芦澤家
へやってきました。3匹に減った時、くるみさんが
「パー」と命名。その後グーが天国へ。チョキが病
で真っ白になり白い人に改名されたことに伴い、彼
（彼女 ?）は「赤い人」になりました。ひとりになっ
て2年経った今も、赤い人は元気に泳いでいます。

twiggy ちゃん
● 年齢…4歳
● 体重…6kg

ごえもんくん（左）

● 犬種…ワイヤー・
フォックス・テリア

● 年齢…3歳半

● 飼い主…O さん

狩猟犬の血が騒ぐ

狩猟犬の血を引くおてんばさ
ん。お店に陳列されている
時から興味津々だったという
ぬいぐるみを、取材中、ひた
すら追いかけていました。名
前は英国のモデル「twiggy」
さんから取ったんだとか。帰
り際、玄関を飛び出し非常
階段を駆け下りていった勇姿
が忘れられません。
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● 体長…15cm くらい

● 種類…和金（わきん）

● 年齢…2歳4ヶ月

● 体重…4.5kg

● 犬種…カニンヘン・

ダックスフンド

波乱万丈な犬生

エジプト生まれのクリーちゃん。
「犬を飼
う」という習慣がないエジプトにて、他の
兄弟と共に毒を盛られているところを保護
され、唯一生還。保護施設にいる間、野良
の子猫を外から連れ帰って世話をしていた、
という面倒見の良い性格です。今の家にも
猫がいて、仲良くしたい !と頑張っているら
しいですが、いつまで経っても威嚇されま
くりで、悲しそうにしているんだとか…。

止まない鳴き声

「30分もすれば慣れて鳴き止むと
思います」という言葉を信じ、取
材を行うこと1時間。最後まで諦め
ずに吠えてくれました。ドッグラン
ではすぐにお父さんの元に戻り、

他の犬に会えば威嚇するそう。社
会性がゼロなんです…と小野さん
は心配顔。毎晩お父さんと一緒に
就寝していますが、時々首の上に
クロスして乗っかり頚動脈を狙って
くる、ちょっとキケンな子たちです。

こうめちゃん（右）
● 年齢…1歳

●体重…3.8kg

● 犬種…カニンヘン・

ダックスフンド
● 飼い主…

小野圭史さん

会社員
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Hanako に目を付けられたワケ
「なぜ神二に目が向けられたのか」を調べ
るため、私が向かったのはマガジンハウス。

今回インタビューしたのは、
『Hanako 』副 編 集 長の
右田昌美さん（左）とラ
イターの保手濱（ほては
ま）奈美さん（右）
。マガ
ジンハウスにて撮影

神二が掲載された『 Hanako No.1106 』の
担当編集・右田さんとライター・保手濱さんに聞
き込みを行った。すると、そもそも神二が登場す

神二新聞を脅かす !?

ることになったきっかけは、「同じ特集内で渋谷二
丁目など『二丁目』しばりのネタを取り上げたら
面白いかも」という編集部の思いつきだったと判
明。
さらに「面白いお店がぽつんとあるんじゃ
なくて、何店もある」「神宮前三丁目と違っ
て、二丁目はそこで生活する人がぶらぶらし
ている」から、神二は掘り下げがいのある場
所だという。

ライバルたちが
続々と出現
3月某日、神二新聞第5号の編集会議でのこと。
「『 Hanako 』に神二のカレー屋が載るんだって」
という情報に、他の部員たちがどよめいた。
超地元限定メディア「神宮前二丁目新聞」が
他誌にリードを許すなんて、と悔しさを滲ませる面々。
いてもたってもいられず、
神二にスポットが当たった理由を知るため
『 Hanako 』編集部に探りを入れてみることにした。

ているとの情報が。内心焦りつつ、先陣を
切って神二の情報を発信していこうとする身
として、ビクビクするわけにもいかず…。
相手に対抗するためには、まず相手のこと
を知らなくては。そして相手を知るにはまず
形から、ということで『SWITCH』表紙の
キョンキョンになりきってみることにした。
編集部員の私物をかき集め、足りない服は

『Hanako』への聞き込みを終えた満足感
から幾分気持ちが落ち着いた頃、なんと今度
は『SWITCH』『POPEYE』にも神二が載っ

ZOZOTOWN で購入。服装だけはキョンキョ
ンそっくりに仕上げ（実はメイクも寄せてい
たのはココだけの話）
、撮影したのが左ペー
ジの写真。神二新聞の体当たりな姿勢、伝わ
りましたか？

『 Hanako No.1106 』
では「おしゃれピープル
御用達 神2 はカレー
の聖地。」
（P44-45）と
題して、カレー屋さん5
軒が紹介されている

『 SWITCH Vol.34
「小泉今日
No.4 』では、
子 原宿プレイバック」
（P12-29）などに神二が
登場。千原公園周辺も
撮影地に

なりきりキョンキョン体験

取材=沢辺均、田村美沙紀 文=田村美沙紀
撮影=沢辺均

「
『POPEYE No.829』
マガジンハウス
2016年4月9日発行

『Hanako No.1106』
マガジンハウス
2016年3月17日発行
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『 SWITCH Vol.34 No.4 』
スイッチ・パブリッシング
2016年3月20日発行
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連絡をくれた
みなさま

器具から音響機器まで、さまざまな

ことにしました。

備品も用意しています。
神二新聞、手伝いた〜い!
●

今田桃子さん

生まれも育ちも神二です。「神二
なんて廃れる一方…」と思ってい

文＝田村美沙紀

ましたが、まだまだ面白いスポット
があるんだと気付かされました!
神二新聞で紹介してほしい!
●

Rust 橋場さん

●

／神宮前2-19-10

株式会社ノーマル

ミクブライドまどかさん

ピープルデザインストリートの
撮影を手伝いました

／神宮前2-28-5

ロンドンを拠点にする英国のジュエ
リー・ブランド〈Rust made in

プロダクトデザイナー、ロス・ミク

England 〉の日本唯一の直営店

ブライドが立ち上げた腕時計メー

です。結婚指輪や婚約指輪は、

カーです。「オフィス拝見し隊」

ご注文を受けてから一つ一つロンド

コーナーに登場希望です。
●

大竹さん

マイカメラ持参で、写真撮影を手
伝いました! 天気がよく、イベント
も盛り上がっていて楽しかったです。
これから個人的に神二を開拓して
いこうと思っています。
大戸さん

／神宮前2-13-2 2階

神二のまちづくりに興味あり
●

石橋さん、長谷川さん

運営しています。利き酒イベントな

JiLL music school
在間さん／神宮前2-20-11 2階
神二で10年ほど、ピアノや声楽な

どの自社企画のほか、パーティー

どの音楽教室をやっています。通っ

調査しつつ神二のことを勉強して

やヨガ用に貸し出すことも。調理

ている生徒たちに神二新聞を配る

います。

キッチン付きのレンタルスペースを
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うちで新聞を配りたい!
●

神二新聞の
公開編集会議を開催
2/24（水）にカラフルステーション（神
宮前2-14-17 2階）で開催した会議に、
13名の方が参加してくれました ! 「神
二とのつながり」を交えた自己紹介に
思いのほか時間を取られ、気づけば1時
間45分が経過…。2時間の予定だった
ため、残りの15分で少しだけ企画案を
募ったところ「病院の情報をまとめてほ
しい」
「神二の歴史を知りたい」といっ
た意見をもらいました。

次回の会議を6/28（火）に予定しています。
第2 回
時間や場所などの詳細は、6/20（月）発
公開編集会議、 行予定の「回覧板」で告知します。興味
6/28開催予定 ! のあるかた、ぜひご覧ください。

編集部からの求人

ンで製作し、お渡ししています。

● ニューロカフェ東京

読者と一緒に、
こんなことやりました

が
姉妹
神二 なし★
て
おも

神二新聞を見て

空き家などを利用したまちづくりに
興味があり、神二にある空き家を

千駄谷小学校交差点前
「神二桜」の正体が知りたい!

近所の人も、樹齢や種類が
分からないという神二桜。
「大島桜」だという声も…?

求人対象→植物学者または神二桜の歴史に詳しい人

紫金飯店（神宮前2-35-9）の寺沢さん
が勝手に名付けた「神二桜」付近を、
3/27（日）有志メンバーで勝手に掃除。
空き缶や吸い殻を
ついでに種類や樹齢を写真で判定して 拾うメンバーたち
もらおうと、桜に詳しい森林総合研究
所（茨木県つくば市）に依頼したものの、
「直接拝見しないことには…」とたいへ
ん真摯な姿勢で断られてしまいました。
神二に植 物学者の方はいませんか ?
桜の正体を突き止めてほしいです !
17

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!

公開編集会議のお知らせ

店頭配布

「回覧板」への掲載

「服譲ります」「期間限定メニュー始

神宮前二丁目新聞の冊子版や回覧

めました」など、神二の人にいま知ら

板を置いてもらえるお店を募集してい

二新聞の制作に興味がある方をお待

せたいことを無料で掲載します。次号

ます。「うちに置いていいよ」「隣近

ちしています。飛び入り参加も歓迎 !

「回覧板」は6/20（月）発行予定。
応募締切は6/3（金）です。

「こんな企画をやってほしい」など、神

所くらいなら配ってあげる」という方、

● 参加費／無料（簡単なおつまみ

ご連絡ください。希望のかたには下

と飲み物をご用意しています）

の配布スタンドもお渡しします。

● 日時（予定）／6月28日
（火）夜

カメラマン、イラストレーター募集

詳細は6/20（月）発行予定の「回
覧板」にて告知します！

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

次号のお知らせ

ずお待ちしています。

「神宮前二丁目新聞」第6号は
に発行予定!
8/20（土）
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