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神 宮 前 二 丁 目 新 聞 回 覧 板
2016 年 7 月号

	 	住所▶神宮前2-6-6	秀和外苑
レジデンス1階➡❺／営業時間▶11〜19
時／定休日▶なし※8/14（日）は休み／
電 話 ▶ 03-6804-2971 ／ Facebook ▶

「シャルキュトリ	デュ	マンゲントン」で
検索

バイト募集中	 	
勤続半年で八丈島旅行へ	

「はっとりセカンド」服部さんより

八丈島料理の店「はっとりセカンド」で
は、店の清掃・洗い場・調理手伝い・ラ
ンチ準備員・店長代理などのアルバイト
を募集しています。時給910円。勤続半
年以上で八丈島旅行に行けます!　詳細は
直接問い合わせください。
	 	住所▶神宮前2-31-7	ビラ・グ
ロリアB1階➡❻／営業時間▶11時半〜23
時45分／電話▶03-5772-2227

問い合わせ

問い合わせ

さを日本各地に広める活動家「おそうめ
んさん」が登場!　いろいろなつけ汁とビー
ルを用意して、お待ちしています。
	 	住所▶神宮前2-3-28➡❸／
電話▶03-3478-5332／Facebook▶「こ
とり食堂」で検索

7/31（日）、8/7（日）

旅行に役立つ	
風呂敷の使い方講座

「風呂敷専門店 むす美」より

「風呂敷」を通して多くの方に日本文化の
すばらしさを感じてもらうため、風呂敷講
習会と和文化セミナーを開催しています。
7/31（日）はアレンジ編の「旅行に役立
つ使い方」、8/7（日）は基本編の「風呂
敷のお話・包み方体験（基本〜応用の使
い方）」です。他にも開催日がありますの
で、詳細はWEBサイトをご覧ください。

	 	7/31（日）、8/7（日）9時半
〜11時。定員は各8人。参加費は1,000
円です。要予約。
	 	住所▶神宮前2-31-8➡❹／
営業時間▶11〜19時／定休日▶水／電話
▶03-5414-5678／メール▶info@kyoto-
musubi.com／WEB▶http://www.kyoto-
musubi.com

バーベキューや	
お酒のつまみに	
｢萬幻豚」はいかが?

「シャルキュトリ デュ マンゲントン」髙谷さんより

6月にオープンしたばかりのお店です。ブ
ランド豚「萬幻豚（マンゲントン）」を使っ
たハムやサラミ、ベーコン、ソーセージ、
パテを販売。お食事スペースもあります。
どの商品も、このお店でしか食べられま
せん。ソーセージは1本から、ハム類は1
枚から購入可能。ハム類は、その場でお
好きな厚さに切ってお渡しします。

問い合わせ

開催情報

問い合わせ
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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。

1

ポット出版
10

むす美
4

ことり食堂
3

シャルキュトリ デュ
マンゲントン

5

6 マサカフェ8

NEURO TOKYO
7

御園セラピストスクール
9

開催中〜8/31（水）

暑さふっとぶ	
激辛タイ料理フェア

「yao」より

“ ”	（アオペッペッ＝もっと辛く）
激辛フェアを開催中!　人気メニュー「ト
ムヤムクン」を普段より辛くアレンジする
など、この期間だけの特別メニューをご用
意しております。激辛料理と冷たいビー
ルで、この暑さを乗り切りましょう。

	 	住所▶神宮前2-33-12ビラ・
ビアンカ1階➡❶／営業時間▶月〜金11時
半〜23時　土・日・祝12〜23時／電話▶

03-3475-0860／メール▶yao@cpcentet.
net／WEB▶http://cporganizing.com/yao

7/20（水）〜31（日）

80%以上オフ!	
腕時計セール

「normal（ノーマル）」より

ロス・ミクブライドによる
腕時計ブランド「normal」
が、腕時計のトランクサマー
セールを初開催!　定価約2
万円の時計を1,500円・
3,000円で販売します。革
ベルトは400円〜付替可。
	 	日時▶7/20（水）〜31（日）
9〜18時／休業日▶7/23（土）、24（日）
	 	住所▶神宮前2-28-5➡❷／
電話▶03-6804-1703／メール▶info@nor
mal.as／WEB▶http://normaltimepieces.
com/ja

7/23（土）

「そうめん=飽きる」の	
方程式を覆すイベント　

「ことり食堂」中里さんより

7/23（土）12〜18時、そうめんのおいし
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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!

りが盛んになっています。このパークレッ
トを一緒に作りませんか?　まずは原宿の
粋場（IKl-BA/神宮前3-21-17）で試作す
るので、興味のある方はぜひどうぞ。短
期間でも構わないので、空き地を貸して
くれる方も募集中です。	 	
	 	神宮前二丁目新聞「回覧板」
応募フォームへご連絡ください。

本棚や机など	 	
無料で譲ります

「ポット出版」より

不要になった本棚や机、エレクター、引き出
しなどを無料でお譲りします。詳細は神宮前
二丁目新聞WEBサイト「バックナンバー」
→「回覧板2016年7月号」をご覧ください。

	
	

8/5（金）10〜19時の間に
ポット出版まで取りに来られる方
	 	住所▶神宮前2-33-18	ビラ・
セレーナ303号室➡❿／神宮前二丁目新
聞「回覧板」応募フォームへご連絡くだ
さい。

7/29（金）〜8/10（水）原宿にビーチが誕生
「UltraSuperNew」より
全米No.1ココナッツウォーター「ビタココ」がプロ
デュースする期間限定のビーチ、Vita	Coco	City	
Oasisが原宿（神宮前1丁目）に登場!　真っ白な砂
浜で、冷えたココナッツウォーターが無料で楽しめ
ます!　神二界隈で働いたり住んでいらっしゃるみ
なさん、夏の渇きを吹き飛ばしに来てください!

［開催情報］日時▶7/29（金）〜8/10（水）10〜
18時／定休日▶土・日・祝／住所▶神宮前1-1-3／
電話▶03-6432-9350／WEB▶http://ultrasupern
ew.com/ja

問い合わせ

条件

問い合わせ

神二周辺エリアのお知らせ

	 	勤務時間▶10〜24時のうち5
時間以上、週2日以上働ける方／給与▶時
給910円〜（22時以降1,140円〜）。能力
に応じて昇給あり。
	 	住所▶神宮前2-31-7	ビラ・グ
ロリアB1階➡❽／営業時間▶11時半〜23
時／定休日▶土・日・祝／電話▶03-
6438-9630

セラピスト養成スクール	
生徒募集しています

「御園セラピストスクール」御園さんより

整体、美容、メンタルケアなど、セラピ
ストの養成スクールを運営しています。心
と体を整えるトータルビューティーケアの
セラピストを目指す方、お待ちしています。
	 	住所▶神宮前2-22-2➡❾／
神宮前二丁目新聞「回覧板」応募フォー
ムへご連絡ください。

｢渋谷のラジオ」に	
10分間出演しませんか
飯田さんより

コミュニティFM「渋谷のラジオ」で、毎
週日曜、神宮前二丁目の番組「渋谷のサ
ンデー	神2の愉快な仲間たち」のパーソ
ナリティーをやっています。この番組で
16時5分から10分程度、出演してくれる
方を募集します。神二に住んでいる、働
いている、遊んでいる方なら誰でもOK。
「話すことは決まってないけれど出てみた
い」という人も歓迎です。
	 	神宮前二丁目新聞「回覧板」
応募フォームへご連絡ください。

小さな公園を作って	 	
緑を増やしたい!
金子さんより

最近、サンフランシスコで空き地や空き
駐車場を公園にする「パークレット」作

条件

問い合わせ

問い合わせ

問い合わせ

貸しスペースの	
運営スタッフ探してます

「NEURO TOKYO」大戸さんより

キッチン付きレンタルスペース「NEURO	
TOKYO」では運営の手伝いをしてくれる
方を募集しています。お客様対応が主な
仕事です。ダブルワークもOK!　特に神宮
前二丁目近辺に在住・勤務の方歓迎です!
	 	勤務時間▶9〜17時または17
〜23時（どちらかの時間帯内の数時間）
／給与▶応相談
	 		住所▶神宮前2-13-2	2階➡❼
／電話▶080-4171-1330／メール▶info@
neuro-cafe.com／WEB▶http://neuro-
cafe.com/lp_tokyo

夜営業の命運かかる!?	
バイトスタッフ募集中

「マサカフェ」青谷さんより

人手不足のため、7月より夜の居酒屋営業
を中止しました。スタッフが集まり次第、
再開する予定です。ホール・キッチンと
もに大募集!　経験者優遇ですが、未経験
者でもやる気と向上心さえあればOKで
す。　

条件

問い合わせ
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6/28（火）に「神
宮前二丁目新聞」
の第2回公開編集会
議を開催。10人の
参加者の方と、第6
号の企画案について
わいわいと話し合い
ました!

公開編集会議に 10人が参加 !
●8/20（土）発行「神宮前二丁目新聞」
第6号の店頭配布

「神宮前二丁目新聞」を置いてくれるお店や、
お店への配布を手伝ってくれる方を募集して
います。第6号は8/20（土）発行予定です。 

●「回覧板」への掲載
次回の「神宮前二丁目新聞回覧板」は、9/20（火）
発行予定。この号に掲載する情報を募集しています。
応募締切 	9/5（月）掲載無料

●神二で一句
神二にまつわる川柳と、「神宮前二丁目新聞」
に掲載してもよいお名前を記載の上、ご応募
ください。

●「昔の写真」持ってませんか?
神宮前二丁目の町並みや行事などを撮影した
昔の写真を探しています。できれば30年以
上前に撮影した写真をお持ちの方、ご連絡く
ださい!


