神 宮 前 二 丁目 新 聞 回 覧 板
2016 年 10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。

10/22（土）19時くらいから

ベラミナイトでから騒ぎ！
今年最後かも！？

9月から、毎週月曜日にDOGSIGN（神宮
前2-10-1）の横に出店しているキッチン
カーです。当店のタコライスは野菜がたっ
ぷりでボリューム満点の逸品！ 一番人
気はアボカドが半分どーんとのった、ア
ボカドのタコライス（写真・830円）です。
他、ホットチリタコライス、特製ソーセー
ジ、タコスなどをご用意しています。詳し
いメニューはWEBへ！
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ことり食堂

外苑西通
り

喫茶ベラミで行う、ゆる〜いセッション
パーティー「ベラミナイト」
。ひとりでギ
ター弾き語り、トリオでジャズ、バンドで
ロックなど、ジャンルも参加形態も自由！
参加費はアルコール飲み放題2,000円もし
くはソフトドリンク飲み放題1,000円。飛
び入り参加もOK。当日は神二楽団が、
10/2（日）東京体育館の「ドレミファダ
ンスコンサート」で演奏したナンバーを披
露するかも。

「Backpacker’s kitchen tono cafe」
より

1 喫茶ベラミ

り
明治通

「神宮前二丁目楽団」寺沢さんより

アボカドがどーん！
野菜たっぷりタコライス

仙寿院

千駄谷小学校

8

むす美 渋谷神宮前郵便局

100m

業になりました）／定休日▶なし／電話▶
03-6804-3736

自家製ビスコッティを
販売してくれるお店募集
イタリア料理「カーサベッラ」越川さんより

問い合わせ 場所▶神宮前2-35-9 喫茶ベ

ラミ➡❶／電話▶090-9674-9427（寺沢）

問い合わせ 住所▶神宮前2-10-1 DOGSI
GN横の駐車スペース➡❸／営業時間▶11
時半〜14時半／営業日▶ 月／電話▶03-

6902-9596／メール ▶info@tono-cafe.jp
／WEB▶http://tono-cafe.jp

10/22（土）、28（金）

押し寿司とおむすび
日本食イベント2連発!
「ことり食堂」中里さんより

10/22（土）の押し寿司イベントでは、テ
キスタイル（服飾やインテリア）のデザ
イナー・木村文香さんがつくる、芸術的
な押し寿司をお酒と一緒に楽しめます。
10/28（金）はおむすびのイベント。農
薬・化学肥料を一切使わない「NIPPA米」
をお釜で炊き、塩むすびにします。
「こと
り食堂」のおかずと一緒に召し上がれ。

問い合わせ

住所 ▶ 神宮前2-3-28➡❷／

営業時間▶12〜15時／定休日▶土・日／
Facebook▶「ことり食堂」で検索

カーサベッラ自家製の「ビスコッティプ
ラート風」
（2個入り150円）を、店頭で
販売してくれるお店ありませんか? カ
フェでも雑貨屋でも居酒屋でも大歓迎！
問い合わせ 住所 ▶ 神宮前2-3-30 第2竹
上ビルB1階➡❺／営業時間▶ランチ12時
〜13時半、ディナー17時半〜23時／定休
日▶日曜不定休／電話▶03-6804-1495

牡蠣・帆立、旬の食材が
満点の秋冬メニュー
アジアンビストロ「irodori」池田さんより

［編集部より］
「ぜひ食べてください」と、編集部に差
し入れを頂きました。ピスタチオやくるみが香ばし
く、コーヒーとの相性バツグンです！

10月から秋冬の新メニューが登場！ レッ
ドチリナムジムソースの生牡蠣（1個300
円〜）
、秋鮭の温製（写真・1,600円）
、帆
立と栗のグリル（2,000円）など、旬の食
材をたっぷり使いました。また、お客様
からの「瓶ビールはないの?」との要望に
応え、タイビールの定番チャーンビール
含む3種の瓶ビールを入荷しています。
問い合わせ 住所▶神宮前2-14-17➡❹／
営業時間▶18〜24時（ディナーのみの営

本場大阪のたこ焼き
うまいで〜
「FiGARO harajuku H-14」
より

ダーツバー「FiGARO」に新メニューが登
場！ 「大阪ふぃがろ亭」のたこ焼きが当
店で味わえるようになりました。だしの効
いた生地と大きなタコを使った、本場大
阪のたこ焼きです。落ち着いたバー空間
で、ダーツのお供にどうぞ。
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

問い合わせ

住所 ▶ 神宮前2-19-13 J2ビ

９時頃、退社時間に決まりはありません。

ル1階➡❻／営業時間▶ランチ11時半〜

京都発の風呂敷専門店で
スタッフ緊急募集！

17時、バー18時〜翌5時／電話▶店舗033404-1144、
携帯090-6002-8154
（堀川）
／メール▶sid-nancy@t.vodafone.ne.jp

アシスタントとしての基礎が出来るまでは
毎日が練習になると思います。

「風呂敷 むす美」高橋さんより

ワークショップの夜の回を増やしたため、
スタッフが足りず募集しています。和文
化が好きな人、興味のある人なら経験は
不問です。風呂敷の使い方の説明や提案
など、接客と販売が主な仕事になります。
明るく元気な方大歓迎！
問い合わせ 住所▶神宮前2-19-10 1階➡
❾／営業時間▶10時〜20時45分／定休
日▶火・第1、3水／電話▶03-3401-3039

／WEB▶http://www.ozaka-world.jp

小学生からOK!
保護犬のボランティア

神二周辺エリアのお知らせ

「ティアハイムコクア」細谷さんより

保護犬のお世話を手伝ってくれるボラン
ティアを募集しています。内容は、朝昼
夕の散歩や食事の準備、施設内の掃除な
ど。
「朝の掃除だけならできる」
「昼だけ
散歩に行ける」というかたも歓迎です。子
どもボランティアもぜひどうぞ。犬のお世
話をしたことがない子にも、スタッフが
しっかり教えます。
問い合わせ    住所▶神宮前2-20-13 TNビ

musubi.com／WEB▶http://www.kyoto-

ル1階➡❼／営業時間▶11〜19時／電話▶

musubi.com

勤務時間▶10時半〜17時、
17時〜19時半、10時半〜19時半の3パ
ターンシフト制。週3〜4日働ける方／給
与▶時給950円（昇給あり）／担当▶高橋
条件

問い合わせ

住所 ▶ 神宮前2-31-8➡❽／

営業時間▶11〜19時／定休日▶水／電話
▶ 03-5414-5678／ メー ル ▶info@kyoto-

03-6804-5687／メール▶dog-kokua@alo
ha703.com／WEB▶http://tierheim-kokua.
aloha703.com

美容師アシスタントとして
勉強したい人、求ム

オリジナルカレーも登場するイベントを開催
「青山キラー通り商店会」
より
「キラー通りハートフェスティバル2016」を2日間
開催。10店舗によるオリジナル辛口カレーの販売
のほか、ジャズとゴスペルのコンサートや、コシノ
ジュンコさんとVANジャケット創業者の石津祥介
さんが登場するトークショーも！ 各催しの詳細は
WEBサイトでご確認のうえ、お越しください。
［開催情報］開催日▶10/21
（金）
、22
（土）
／電話▶
03-5772-1121／WEB▶http://www.kilakila.info

9 月号に掲載したイベントのレポート
「ビラ・セレーナ祭」
が行われました
10/7（金）に、マンション「ビラ・セレーナ」で
入居者を中心としたお祭りを開催。フリーマーケッ
トには洋服・靴やアイアン小物、おもちゃなどが出
品されました。夜の懇親パーティーには、入居者と
ご近所さん15名程度が参加。手料理を囲み交流を
深めました。

「美容室Ozaka」尾坂さんより

美容師になったけどなかなか独立できな
い人、もう一度アシスタントから勉強した
い人、美容室Ozakaで頑張ってみませんか。
基本給15万円から。他、皆勤手当や1年
半に一度の社員旅行もあります（うちの
スタッフは家族のような仲です）
。出勤は

神宮前二丁目新聞からのお知らせ
目指せ賞金 3 万円 !

「フリーペーパー大賞」の読者部門
あなたの 1 票を待ってます !
全国各地に約3,000誌あるといわれるタウン誌・
フリーペーパー。この中から優れた媒体を表彰す
る「日本タウン誌・フリーペーパー大賞2016」に、
神宮前二丁目新聞も参加しています。
読者のインターネット投
この表紙が
目印です
票で人気媒体を決める
「読者投票部門」の賞金
は3万円。ゲットできた
ら、神二新聞でちょっと
豪華な企画をやってみた
神二で暮ら
す、働く、
遊ぶ。
地元メ
ンバー
が届け
る、
限定フリーマ
ガジン。
表紙は
、神二の
お店が
「神二
作った
サンド」
!
超地域

「神宮前二丁目新聞」では、誌面制作に協力してくれるかたを募集しています。
神宮前二丁目で暮らす人・働く人・遊ぶ人なら誰でもwelcome！

い！ 投票締切は11/13（日）まで。よろしくお
願いしま〜す。
投票はこちらから▶ http://award.nicoanet.jp
●「回覧板」への掲載

次回の「神宮前二丁目新聞回覧板」は、12/20（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

12/4（日）掲載無料

第 3 回公開編集会議を
編集部で開催しました

9/13（火）
、「神宮前二丁目新聞」
編集部のあるポット出版の会議室に
て、第3回公開編集会議を開催。
この会議で生まれた企画を、 現在
編集部が取材中です。11/20発行
予定の神二新聞第7号に掲載します。

● 編集部に無茶ブリ取材依頼

神二で気になる場所やうわさ、あなたに代わって
編集部が取材します。一緒に取材に行きたい人、
撮影で協力してくれる人も募集中です。

ポット出版
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こちら !

電話
FAX

月

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

神宮前二丁目新聞回覧板2016年10月号 2016年10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

