神 宮 前 二 丁目 新 聞 回 覧 板
2016 年 9 月号

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。

じん に

10月の三連休のシメは、神二で食べて、見て、遊ぼう！

日時

Famiglia
AZ Finom

PlusLounge
TOKYO

神宮前二丁目商店街➡❶

旅の祭典「ツーリズム
EXPOジャパン」に出店！

3

4

場所

9/24（土）〜25（日）

8

ビラ・セレーナ

2

5

カーサベッラ 7
6

ARCH&LINE
STORE HARAJUKU

渋谷神宮前郵便局

10月10日（月・祝）11時半〜15時半

商店街の道路を交通規制して、青空ヨガ
や50m走のタイムトライアル、ブライン
ドサッカー、ハンドバイクなどが体験でき
るもりだくさんのイベントです。商和会に
加盟している飲食店のおいしい食べ物・
飲み物もたくさん！ プロバスケチーム
「サンロッカーズ渋谷」も登場します。

ロートロ

9

外苑西通
り

「神宮前二丁目商和会」
より

ピープルデザインストリート
イベント会場 1
セブンイレブン

り
明治通

神二のお祭り
ピープルデザインストリートvol.5
10/10
（月・祝）開催!

仙寿院

千駄谷小学校

シャルキュトリ デュ
マンゲントン
100m

イベント恒例の
道路へのらくがきや
青空マージャン。
「神二楽団」も歌います

問い合わせ 電話▶03-3401-1991
（イベント実行委員長・別所正浩）

ム12〜13時半L.O、ディナータイム18〜
21時半L.O／電話 ▶03-5913-8073／定
休日▶ 日、祝／WEB▶http://zsolnay.az-

10/10（月・祝）

ワンコインで美眼に！
疲れた目を癒しませんか？
「原宿ネイル・ヘッド&アイ専門店
PlusLoungeTOKYO」中島さんより

近隣にお住まいの方・ご新規様限定！ 目
の愛護デーにちなみ、目のマッサージを
500円で体験できるイベントを開催します。
磁気によるツボ押しで、疲れ目、しわ、た
るみ等の悩みを軽減できますよ。

group.net

「AZ Finom
（アズ フィノム）
」東さんより

ワールドフードコートにて、ハンガリー人
のシェフが作る料理と、ハンガリー産の
ワインを用意してお待ちしています。他に
も会場では、イスタンブールのケバブや
マレーシアのカレーなど、普段あまり出会
えない各国のグルメが食べられますよ！

10/7（金）

年に一度のご近所の集い
ビラ・セレーナ祭やります
マンション
「ビラ・セレーナ」管理組合より

マンションのエントランスで、昼は有志に
よるフリーマーケット、夜はご近所さんと
飲み物、食べ物を持ち寄ってパーティー
を行います。参加無料。入居者以外も飛
び入り大歓迎です。

開催情報 日時▶10/10（月・祝）10〜
17時／参加費▶500円

住所▶神宮前2-32-1 ぎあま
ん・SGビル2階➡❹／営業時間▶火〜土
問い合わせ

11〜21時（最終受付20時）
、日11〜20時
（最終受付19時）／電話▶03-6455-5886
／定休日▶月
10/15（土）、23（日）

グヤーシュスープ（野菜と肉
を煮込んだスープ）
、セーケイカーポスタ
（豚肉とザワークラウトの煮込）各600円、
ポガーチャ（ハンガリーパン）100円、ハ
ンガリーワイン各500円、その他輸入菓子
開催情報 日時▶9/24（土）10〜18時、

その塩本当に必要ですか?
減塩を学ぶ料理教室

メニュー

イタリア料理「Famiglia」眞邉さんより

25（日）10〜17時／会場▶東京ビッグサ
イト東展示棟／WEB▶http://t-expo.jp

開催情報 日時▶10/7（金）フリーマー
ケット11時半〜16時半、持ち寄りパー
ティー17〜20時／場所▶神宮前2-33-18
ビラ・セレーナ➡❸／参加費▶無料

問い合わせ 「AZ Finom」 住 所 ▶ 神 宮 前

問い合わせ 事前に連絡いただく場合は神

2-19-5

B1階➡❷／営業時間▶ランチタイ

宮前二丁目新聞
「回覧板」
応募フォームへ

いつも無意識に塩コショウを振りかけて、
料理の味付けをしていませんか? 野菜の
切り方や焼き方、さらに油の有り無しで、
料理は驚くほど変わります。ペペロンチー
ノやカプレーゼ（イタリアの前菜）の塩
を抑えた調理法など、からだに優しい料
裏面へ続く

ご応募は
こちら !

電話
FAX

03-3478-1774
03-3402-5558

メール
WEB

jin2shinbun@pot.co.jp 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
http：//jin2news.net トップ→応募→神宮前二丁目新聞「回覧板」応募フォーム

理を伝授します。
また、塩の濃度

おしゃれなキッズ注目！
子供服SHOP OPEN

を少しずつ変え
た水溶液をテイ
スティングし、ど

2代目に代替わりした
ロートロをよろしく

「ARCH&LINE STORE HARAJUKU」
より

れだけ味覚が鋭
いかチェックする

スパゲッティ
「ロートロ」飯島さんより

細い路地の先に、子供服専門ブランド「AR

プログラムも。写
真（左）は「焼
き野菜のパレット」
。お子さんの参加者も
楽しんで食べられるよう、顔のかたちに盛
り付けています。
開催情報 定員は各12名、要予約。筆
記用具持参。参加費などの詳細、申し込
は「塩の学校」WEBサイトから。http://
goo.gl/GXqRtD／ 住 所 ▶ 神宮前2-19-15

8月1日から父の後を継ぎました。この場

CH&LINE」のショールーム兼ショップを

所は、魚屋をやっていた祖父の代から馴

オープンしました。小さなレディ＆ジェン
トルマンのみなさん、ぜひご来店ください。
問い合わせ 住所 ▶ 神宮前2-19-2➡❻／

れ親しんだ土地。僕もアットホームな店
にしていきたいです。自家製ベーコンや自
家製香草バターを使ったエスカルゴなど、
アラカルトのメニューも増やしました。
問い合わせ    住所▶神宮前2-13-6➡❽／

営業時間▶10〜17時（12〜13時は一時閉
店）／9月の休み▶26（月）※10月の休み
はWEBサイトにてご確認ください／電話

営業時間▶11時半〜22時半／電話▶033470-1718

▶ 03-6459-2789 ／ WEB ▶ http://www.

arch-and-line.jp

ハム専門店のランチセット
テイクアウトはじめました

2階➡❺／電話▶03-6447-1464

「シャルキュトリ デュ マンゲントン」髙谷さんより

10/16（日）

店頭で販売し、ランチでも出しているハ
ムやパテ、ソーセージをテイクアウトでき
るようになりました。椅子のお席も増えた
ので店内でもゆっくり食べられます。ブラ
ンド豚「萬幻豚」の、当店でしか食べら
れないハムなどをぜひご賞味ください。

集え! 町会の旗の元に
1位を狙う猛者たちよ
「千駄ヶ谷二丁目町内会」
より

足の早い人（リレーで1位狙います）
、力
の強い人（綱引きで1位狙います）
、どち
らにも当てはまらない人（他の種目で1位
狙います）を募集。神宮前二丁目に在住、
勤務していれば参加OK。参加者には今年
新調したユニフォームを貸出。町会対抗
の運動会で総合優勝を狙いましょう！

ランチ難民を救うべく
テイクアウト本格始動
イタリア料理「カーサベッラ」越川さんより

（日）
9時、現地集
開催情報 日時▶10/16
合／会場▶鳩森小学校／持ち物▶なし。動
きやすい服装で来てください。参加者に
は弁当を配布／応募締切▶10/10
（月・祝）
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。

神二のランチ難民に、食品添加物ゼロの
料理を届けるべく、テイクアウトを本格始
動。4時間かけて作ったソースがたっぷり
のラザニアや、天然酵母で焼き上げたフォ
カッチャなど、自慢のメニューをそろえて
います。電話にてご注文ください。
メニュー カーサベッラ特製ボローニャ
風ラザニア970円（1日限定8食）
、フォ
カッチャのパニーニ650〜860円、シェフ
オリジナルレシピ・りんごのスキャッ
チャータ760円、ビスコッティプラート風
150円（2個）
問い合わせ 住所 ▶ 神宮前2-3-30 第2竹

レジデンス1階➡❾／営業時間▶日〜木12

上ビルB1階➡❼／テイクアウト受付時間

〜19時、金〜土12〜20時／定休日▶なし

パテセット1,100円（写真）
、
メニュー
ハムセット1,000円、ソーセージセット
1,100円（全て税込）など
※全てにサラダとパンがつきます
問い合わせ 住所▶神宮前2-6-6 秀和外苑

／ 電 話 ▶ 03-6804-2971 ／ Facebook ▶

▶12時〜なくなり次第終了／電話 ▶03-

参加応募

6804-1495

神宮前二丁目新聞からの募集

「シャルキュトリ デュ マンゲントン」

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!

10/10（月・祝）のピープルデザインストリートで

●「回覧板」への掲載

神二の飲食店が作るイベント限定のサンドイッチ
「神二サンド」 を食べよう !

次回の「神宮前二丁目新聞
回 覧 板 」は、10/20（ 木 ）
発行予定。この号に掲載す
る情報を募集しています。

5月の「ピープルデザインストリート」で251個を完売した、
幻の「神二サンド」が帰ってくる ! 居酒屋やイタリアン、
カレー屋など、神二の飲食店がこの日のためだけに作る限定
のミニサンドイッチ。万難を排して食べに来てね★

ご応募は
こちら !

電話
FAX

03-3478-1774
03-3402-5558

メール
WEB

応募締切

⬆
この看板が目印です！

jin2shinbun@pot.co.jp 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
http：//jin2news.net トップ→応募→神宮前二丁目新聞「回覧板」応募フォーム

神宮前二丁目新聞回覧板2016年9月号 2016年9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

10/3（月）掲載無料

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

