神 宮 前 二 丁目 新 聞 回 覧 板
2016 年 12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。

12/23（金・祝）12〜19時

12/30（金）
まで

ペットにも最高の
クリスマスディナーを

最大2,000円を当てよう!
ハズレなしのPlusジャンボ
美容院「PlusLounge」中島さんより

業時間▶10〜19時／定休日▶第1･3･5土、
日、 祝 ／ 電 話 ▶0120-605-339／WEB▶
http://www.dogsign.jp
12/24（土）20時くらいから

今年のクリスマスイブは
ベラミナイトで過ごそうぜ！

期間内に来店されたお客様全員に当たる
宝くじ「Plusジャンボ」を実施中！ 金券
は500円〜2,000円までの総額50万円分。
2017年1月から、お店での施術やトリー
トメントなどの商品に使えます。
問い合わせ 住所 ▶ 神宮前2-32-3 4階➡
❸／営業時間▶平日11〜22時、土日祝11
〜20時／定休日 ▶ 月／電話 ▶03-34015155 ／ WEB▶http://www.plus-lounge.
com

体も心もほっこりする
あま〜いパンはいかが?
フレッシュベーカリー
「ESSEN」
より

「神宮前二丁目楽団」寺沢さんより

ティアハイムコクア

ポット出版
（編集部）
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愛犬のためのトリミングサロン「ドッグサ
イン」では、12/23（金・祝）12〜19時
限定で、犬の手作りフードブランド「キッ
チンドッグ！」のクリスマススペシャルデ
リを販売。グルメな愛犬のためにいかが
ですか？
問い合わせ 住所▶神宮前2-10-1➡❶／営

LUCKAND

2 喫茶ベラミ

り
明治通

「ドッグサイン」
より

仙寿院

千駄谷小学校

Aminima
5

100m

❺／営業時間▶17〜22時半L.O、土のみラ
ンチあり
（12〜14時L.O）
／定休日▶日 ※
12/30（金）〜1/4（水）は休み／電話▶036804-2846

ドッグホテルのお休み&
ボランティア募集
「Tier Heim KOKUA
（ティアハイムコクア）
」
より

ゆる〜いセッションパーティー「ベラミナ
イト」でイブを過ごしませんか？ ギター
弾き語り、バンドでロック、
「楽器は弾け
ないけど歌だけなら…」って人も大歓迎。
参加費はアルコール飲み放題2,000円、ま
たはソフトドリンク飲み放題1,000円。
千原公園脇に出店している移動パン屋で
す。12月の新商品はスペインの伝統菓子
エンサイマダ（120円）と、ホイップク
リームたっぷりのクレームドショコラ（170
円）
。年内最後の出店は27（火）
。24（土）
まで数量限定シュトレン販売中（要予約）
。
問い合わせ 出店日▶火・金14時半頃（祝

1/1
（日）
はドッグホテル 、トリミング 、グ
ルーミングの受付はお休み。1/1（日）〜
8
（日）
はホテル利用の送迎をお休みします。
年末年始も保護犬シェルターは活動中の
ためボランティアを大募集。お散歩1回で
もぜひお願いします。
問い合わせ 住所▶神宮前2-20-13➡❻／
営業時間▶11〜19時／定休日▶月（2017
年度より）
／電話▶03-6804-5687／メール
▶

dog-kokua@aloha703.com／WEB▶

http://tierheim-kokua.aloha703.com

日除く）➡❹／電話▶03-5848-7038
問い合わせ 場所▶神宮前2-35-9 喫茶ベ

ラミ➡❷／電話▶090-9674-9427（寺沢）
12/25（日）15時から

神二楽団メンバーが出る
渋谷のラジオ聞いてネ
「神宮前二丁目楽団」寺沢さんより

コミュニティFM「渋谷のラジオ」で、毎
週日曜に放送されている「神二の愉快な
仲間たち」のコーナー。12/25（日）
15時
〜の放送では、
神 二 楽 団のキーボード担
当・まゆきが出 演 。ラジオのパーソナリ
ティー・エリーさんの伴奏を担当します。

クリスマスも通常営業で
お待ちしています
ワインとフランス家庭料理「Aminima」
より

熊野神社近くにあるセブンイレブン隣、赤
い扉が目印のレストランです。クリスマス
も普段通りの営業時間・メニューでお待
ちしています。写
真は冬におすすめ
「仔羊の煮込みク
スクス添え（2,200
円）
」
。
問い合わせ 住 所
▶ 神 宮 前2-5-6➡

年末年始の交通規制に
伴いバス運行経路を変更
「警視庁原宿警察署」
より

12/31（土）〜1/3（火）
、明治神宮周辺
で交通規制を行います。また、都バス早
81系統（渋谷駅東口〜早大正門）と、ハ
チ公バス神宮の杜ルート（渋谷駅ハチ公
口〜代々木駅）の運行経路を変更する期
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

間があります。詳細はバスの車内広告や
停留所の看板でご確認ください。
車両通行規制日時

12/31（土）22時〜1/1

（日）17時、1/2（月）
・3（火）10〜17時／

掃除機ほしい方、譲ります

も服ブランドです。

神二在住Nさんより

ションが入荷しました。

知り合いからもらった掃除機を譲ります。

サイズは85〜150cm。

2017年 春 夏 コ レ ク

問い合わせ先▶03-3408-0110（原宿警察

今はなき三洋の製品です。家ではほうき

卒園・入学式をはじめ、

署・代表）

を使うので、実質1週間程度しか使用して

とっておきの場に着てほ
しい商品をそろえてお

いません。紙パックも8枚つけます。

待ちしています。
問い合わせ 住所▶神
宮前2-19-2➡／営
業時間▶11〜18時半
（14〜15時は一時閉店）
／定休日▶不定休。WEBサイトでご確認
ください／電話▶03-6459-2789／WEB
▶http://arch-and-line.jp/

2017/1/19（木）〜21（土）

秋冬のサンプルセール開催
「CASSELINI（キャセリーニ）」より

ヴィンテージテイストや時代感を取り入れ、
人とは違ったスタイルを大事にする女の
子たちへ。小物ブランド「キャセリーニ」
の秋冬サンプルセールでは、今期大人気
のファーアイテムや
シューズが
豊富に揃って
います。
タイムセールも
実施予定！
（木）
・20
（金）
11
開催情報 日程 ▶1/19
〜19時、1/21
（土）
11〜18時／場所▶神宮
前2-19-5 株式会社キャセリーニ➡❼
問い合わせ 電話▶03-3475-0225／WEB
▶http://www.casselini.com

2017/2/28（火）
まで

空の上でハンガリーの
ワインをめしあがれ
「AZ Finom（アズ フィノム）」東さんより

問い合わせ 神宮前二丁目新聞WEBサイト
応募フォームへご連絡ください

カフェ「LUCKAND」
リニューアルしました
「LUCKAND-Gallery Cafe&Bar-」
より

ギャラリーカフェ＆バーとしてリニューア
ルオープンしました。ランチタイムは自慢
のオムライスをテイクアウトで提供します。
昼はコーヒー片手に、夜はお酒を楽しみ
ながらギャラリースペースで作品を鑑賞で
きます。詳細はWEBサイトをチェック！
問い合わせ 住所▶神宮前2-24-4➡❾／
営業時間▶11時半〜23時半／定休日▶
月 ／ 電 話 ▶ 03-6459-2145／WEB▶
http://place.luckand.jp

ANA国際線ファーストクラス全便で、弊
社が輸入しているハンガリーワイン「Tok
aji Aszu 5 Puttonyos」を提供中。ハンガ
リーワインが日本の5ツ星の航空会社で機
内提供されるのは初めてです。お店では

次回の「神宮前二丁目新聞回覧板」
は、1/20（金）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

1/9（ 月・祝）掲載無料

ご応募は
こちら !

電話

問い合わせ

FAX

神二周辺エリアのお知らせ

卒園・入学式にぴったり！
キッズのとっておきコーデ
「ARCH&LINE STORE HARAJUKU」
より

神二にショールーム兼ショップがある子ど

12/5（月）19〜20時、神二新聞編
集部のあるポット出版で4回目の編
集会議を開催。参加者は6名、新企
画につながる話題も出ました！

メール
WEB

電話 ● 03-3478-1774

オーストラリア料理レストラン
「テラ・アウストラリス」
より
オージービーフのローストビーフが味わえる新年
会コースプラン
（スパークリングワインなど飲み放
題付き、7,000円）をご用意しています。新年のお
祝いにぜひ！
［問い合わせ］住所▶千駄ヶ谷3-29-2 2階／電話▶
03-6455-4827／WEB▶http://www.terra.tokyo

「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！

「フリーペーパー大賞」は
受賞できなかったけど…

「日本タウン誌・フリーペーパー大賞
2016」に応募した神二新聞。
「ライ
フスタイル部門賞」にノミネートさ
れましたが、受賞ならず。がっかり

していたら、神二の中華料理店「紫
金飯店」の寺沢さんが「編集
部のみんな、お疲れ〜」と、
餃子を持ってきてくださいま
した！
紫金飯店の餃子、
おいしく頂きました！
（編集部・松村）

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12月号 2016年12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

電話▶03-6804-3736／メー

オージービーフを楽しめる新年会はいかが?

読者参加の公開編集会議を
編集部で開催しました

03-3478-1774
03-3402-5558

条件
採用基準▶18歳以上。人種・
国籍・宗教・性別等問わず／勤務地▶神宮
前2-14-17➡／募集時間帯▶月〜木・日・

ル▶irodori.newcanvas@gmail.com

神宮前二丁目新聞からのお知らせ
1月発行「回覧板」に
投稿しませんか？

本格的に料理を学びたい方、キッチン補
助をしてくれる経験者の方、ゆくゆくは社
員になって働きたいと考えている方大歓
迎です。未経験の方もウェルカム！

倍／交通費▶1日500円まで

／路線▶欧米路線、シンガポール路線

話▶03-5913-8073／WEB▶http://zsoln
ay.az-group.net

「irodori」池田さんより

祝16〜25時、金・土16〜27時。シフトは要
相談／時給▶1,000円〜。22時以降1.25

同じワインを期限なしで楽しめます。
期間 ▶2017年2月28日まで
提供情報
問い合わせ 住 所▶神 宮 前2-19-5 B1階
➡❽／営業時間▶ランチ12〜13時半L.O、
ディナー18〜21時半L.O／定休日▶日、
祝 ※12/28（水）〜1/10（火）は休み／ 電

アジアンビストロ
irodoriスタッフ募集！

住所 ● 神宮前2-33-18 ビラ・セレーナ303号室

WEB ● http://jin2news.net

制作協力 ● 認定NPO法人グッド・エイジング・エールズ

