
裏面へ続く

神宮前二丁目新聞 検索
トップ→応募→「回覧板」への応募

WEBサイトに応募フォームを設けていますご応募は
こちら!

電 話  03-3478-1774
FAX  03-3402-5558

メール  jin2shinbun@pot.co.jp　
WEB  http：//jin2news.net

神 宮 前 二 丁 目 新 聞 回 覧 板
2017 年 2月号

第一印象がステキな人って 
やっぱり髪がキレイな人♡
美容院「Plus Lounge」中島さんより

新年度・新学期に向けて、「春の美髪スペ
シャルスパ」始めました。頭皮エイジン
グスパに炭酸泉スパをプラスしたもので、
価格は7,500円（別途スタイリング代とし
て1,500円）。この春、あなたも美髪へ！
	 	住所▶神宮前2-32-3	4階➡
❹／営業時間▶11〜22時（土・日・祝は
20時まで）／定休日▶月／電話▶03-
3401-5155／WEB▶http://www.plus-
lounge.com

軽やかな靴に履き替えて 
ひと足お先に春気分♪

「ザ ナチュラルシューストア神宮前店」より

もうすぐ待ちに待った春。ちょっとかわい
くて女性らしい靴のブランド「ハフリン
ガー」のバレエシューズやレースアップ
シューズでお出かけはいかがですか?　今
の時期はタイツや靴下と合わせて、春夏
は素足に履いて、オールシーズンで使え
ます。

問い合わせ

3/31（金）まで

コンパクトな生活道具で 
お部屋のスッキリ革命を
木の生活道具店「コサイン青山」天野さんより

旭川に工房を持つ、木の生活道具店です。
春の限定アイテムとして、北海道産サク
ラ材のドレスラックやスツールをお買い得
価格で販売中。また、期間中はポイント
が2倍貯まるほか、10,800円以上お買い
上げのかたは大型家具も全国送料無料に。
みなさんの新生活と、シンプルな空間づ
くりを応援します！

	 	住所▶神宮前2-5-4➡❸／営
業時間▶11〜19時／定休日▶水／電話▶
03-3470-7733／WEB▶http://www.cosi
ne.com

身だしなみは指先から！ 
お子さん連れも歓迎です
ネイルサロン「ChaleuR（シャルール）」金本さんより

神宮前二丁目に住んで、もうすぐ1年にな
るネイリストです。表参道駅から徒歩2分
の場所に、昨年サロンをオープンしました。
1席のみのプライベート空間なので、小さ
いお子さんがいるかたも安心してお越し
ください（DVDを見ながらお待ち頂けま
す）。プラス3,000円でご自宅への出張も
可能です。
	 	住所▶港区南青山3-12-12-
304／営業時間▶10〜22時／定休日▶な
し ／ 電 話▶090-7228-2730／WEB▶
http://www.chaleur.co
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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。次号は4月10日（月）発行予定！
みなさんの投稿お待ちしています。※掲載料は無料です。
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2/22（水）〜27（月）

新宿伊勢丹のワイン展で 
会場限定のハムを出品
ハム専門店「シャルキュトリ ア トキオ」髙谷さんより

20カ国以上のワインが集まる「世界を旅
するワイン展」に、当店のハムやパテを、
とっておきのワインに合うおつまみとして
出品。会場限定のハムやソーセージも販
売しています。
	 	日時▶2/22（水）〜27（月）
／会場▶伊勢丹新宿店本館6階	催物場／
WEB ▶ h t tp ://www.ise tanguide.
com/20170222/wine
	 	住所▶神宮前2-6-6➡❶／営
業時間▶日・火〜木12〜19時（金・土は20
時まで）／定休日▶月／電話▶03-6804-
2971／WEB▶Facebook「シャルキュトリ	
ア	トキオ」で検索（先月「シャルキュトリ	
デュ	マンゲントン」から改名しました！）

2/28（火）まで

シェフの誕生月を祝して 
ドリンク1杯サービス
イタリア料理「Famiglia（ファミッリャ）」より

2/13は 当 店 の
シェフ・眞邉の誕
生日。そこで、2
月末までランチは
グラスワイン1杯、
ディナーはお好き
なドリンク1杯を
サービス！　写真
は、旬の魚介を

たっぷり使ったラザニア。牡蠣やムール
貝、タラなどの出汁と、ベシャメルソース
を使って仕上げた旬の一品です。
	 	住所▶神宮前2-19-15	2階➡
❷／営業時間▶ランチ12〜15時、ディ
ナー18〜23時半／定休日▶月、祝／電話
▶03-6447-1464
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神宮前二丁目新聞からの募集 「神宮前二丁目新聞」では、誌面に登場してくれるかた、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！

小さなプリント工場で 
オリジナルTシャツを

「F/PLOT（エフプロト）」船津さんより

15年ほど前から、神二を拠点に年間1,000
柄ほどのテキスタイルデザインを制作し
ています。このたび、Tシャツなどを印刷
できる「小さなプリント工場」を始めまし
た。1枚から100枚までの小ロット対応専
門です。チームTシャツや飲食店のユニ
フォームなど、ご相談ください。

事前にご連絡のうえ、この「回覧板」を
お持ちいただければ初回1点のみ1,000円
でプリントします（業者のかたを除く）。
	 	 住所▶神宮前2-18-7	5階➡
❾／営業時間▶10〜18時／電話▶03-
5411-5535／WEB▶http://www.hitchhi
ke.tokyo

飲食で独立したい人歓迎！ 
主要スタッフ募集します
カレー専門店「rico」坂本さんより

4月から「rico	pua」千駄ヶ谷店で一緒に
働いてくれるスタッフを募集します。ラン
チタイムの販売のほか、仕込みをしても
らう重要な立ち位置なので、将来独立を
考えているかたやカレーの調理法を学び
たいかたにぴったりです。移動販売に興
味があるかたもぜひ。
	 	勤務地▶千駄ヶ谷3-8-14／時
給▶900円から／勤務時間▶月〜土9時半
〜16時半、週2〜3日程度
	 	090-5260-5208
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	 	住所▶神宮前2-19-2➡❼／営
業時間▶18〜26時／定休日▶日、祝／電話
▶03-3403-6615／Instagram▶@aiai_ryuk
yudining

わが街のバスケ少年たち 
頂上決戦にてみごと優勝!

「千駄谷バスケットボールクラブ」藤田監督より

千駄谷小学校と、近隣の小学校の1〜6年
生が所属するバスケットボールクラブで
す。2/12（日）渋谷区民大会にて、男子
チームが優勝！　女子も5年生以下のチー
ムは準優勝、6年生以下のチームは第3位
という好成績を残しました。来年度に向
けて新入部員も募集中。新年度の練習開
始は4/12（水）から。見学、体験入部い
つでも歓迎です。詳細はWEBサイトへ。
問い合わせ 	住所▶神宮前2-20-10／電話
▶ 03-3470-1210／WEB▶http://sendag
ayabc.web.fc2.com

保護犬ボランティア 
初めてのかたもぜひ!

「Tier Heim KOKUA（ティアハイムコクア）」より

保護犬たちのお散歩・食事の準備・お掃
除をしてくれるボランティアさんが不足し
て困っています。犬が好きだけどお世話
に慣れてないというかたは、スタッフが丁
寧に付き添います。
	 	住所▶神宮前2-20-13➡❽／
営業時間▶11〜19時／定休日▶月／電話
▶03-6804-5687／WEB▶http://tierheim-
kokua.aloha703.com
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	 	住所▶神宮前2-18-16➡❺／
営業時間▶11〜20時／定休日▶水／電話
▶03-5775-6870

辛いもの好き集まれ〜！ 
唐辛子の酢漬け量り売り
カレー専門店「rico」坂本さんより

「リカリスイ」の看板がある建物の1階で、
平日の昼間に出店しています。ガパオに
付けている、激辛生唐辛子の酢漬けを1瓶
（200g）800円で販売中。100gから量り
売りもOK。ビンの持ち込み大歓迎！
	 	住所▶神宮前2-23-4➡❻／
営業時間▶12〜14時半／定休日▶土、日
／電話▶090-5260-5208

沖縄料理「アイアイ」 
神二で復活してますよ

「琉球酒場 藹藹（アイアイ）」店長石垣さんより

神二で通算10年以上オープンしている沖
縄料理店です。昨年10月からカフェ「t.sh
izen」を借りて夜のみ営業中。移転直後に
比べフードメニューも充実しました。ペッ
トOKなので、夜の散歩ついでにぜひお立
ち寄りください。
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4月発行「回覧板」への掲載
次回の「神宮前二丁目新聞回覧板」は、4/10（月）
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 	3/20（月・祝）掲載無料

働く人の昼めし事情を調査中
神二で働く人たちは、お昼に何を食べてるの？　お
店でさくっとランチ、コンビニやキッチンカーで買
う、手作り弁当を持参 etc。あなたの業種と合わせ
て、「昼めし事情」を教えてください。

お試し法律相談コーナー
回答者は神二に法律事務所を構える若手弁護士と
チャーミングな事務局長。誌面にて、あなたのお困
りごとに無料で答えます。取引先との問題から任意
後見、不動産取引、近隣トラブルまで何でもどうぞ。

自慢のペットがモデルデビュー
犬や猫はもちろん、金魚、亀、ハムスター、うさぎ、
猿と、これまでさまざまなペットが登場した神二新
聞。誌面に登場してくれる子をまだまだ募集中です。

隠れた達人発掘し隊
「本業とは関係ないけど、実はこんなことが得意です」
という人を探してます。とっておきの知識、技を神
二新聞で披露しちゃってください。自薦他薦、ジャ
ンル問いません。

神二新聞でイラストを描きませんか？
謝礼のお支払いはできませんが、それでもOKとい
うかた、プロ・アマ問わず募集中。描いた絵を
WEBサイトの応募フォームからお送りください。


