神 宮 前 二 丁目 新 聞 回 覧 板
2017 年 4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。次号は5月10日
（水）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。

千駄谷小学校

4/26（水）18〜20時

5/14（日）11時半〜15時半

タイレストランirodoriで
手話講座やってます

神二がハジケる時期が来た
商店街の春祭り!

「irodori」池田さんより

ポット出版
（編集部）

「神宮前二丁目商和会」
より

4/30（日）
まで

「めで鯛」を囲んで
歓送迎会しませんか?
イタリア料理「Famiglia
（ファミッリャ）
」眞邉さんより

半年に一度、神宮前二丁目商店街で行わ
れる「ピープルデザインストリート」
（➡
❸）の季節がやって来た! 商和会加盟店
による1日限定の屋台、青空麻雀、ブライ
ンドサッカー、音楽バンドのライブなど、
今回もイベント盛りだくさん。連休ボケし
てる場合じゃないっ!
問い合わせ メール▶harajyuku-j2@ac.wa

Famiglia

キャセリーニ

ブレイン
グローカルカフェ
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子ども用の自転車
ほしいかた譲ります
藤田さんより

kwak.com（イベント実行委員長・佐藤正
記）

「キャセリーニ」高見さんより

レディースの服飾雑貨ブランド「キャセ
リーニ」から、ファミリーセールで春夏ア
イテムを販売します。人気のフリルトート
や、夏気分がぐっと上がるかごバッグな
ど、主役級のバッグたちを販売予定。お
仕事終わりの方もお越しいただけるよう、
21時まで開催します。

子どもが大きくなって乗らなくなった自転
車を譲ります。お下がりでもらったもので
10年くらい使っていますが、壊れてはい
ません。サイズは20インチくらいです。引
き取りに来られるかたにお譲りします。
問い合わせ 住所▶神宮前2-20-10（フジ
タ・フォート）➡❺／電話▶03-3470-1210

別れの涙・出会いの笑顔
1枚の写真に残しませんか
写真現像「フジタ・フォート」藤田さんより

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
miglia0911.com/food
※プランによって前日〜4日前までに要予約。
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5
日の出屋
フジタ・フォート

100m

バッグが主役の
春夏コーデを始めよう♪

▶ 03-6447-1464／WEB ▶ http://www.fa

渋谷神宮前
郵便局
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F/PLOT

5/24（水）
〜26（金）11〜21時（最終日のみ20時まで）

天然真鯛の香草岩塩包み焼きをメインに
したパーティープランで歓送迎会はいか
がですか？ 「イタリア産生ハム＆季節の
フルーツ・サラミ・地鶏レバーの盛り合
わせ」をはじめ、旬の食材を使ったパス
タや手ごねピザなど全11品で3,500円で
す。他にも2名様から楽しめる3,000円の
宴会プランから、屋久島直送食材を贅沢
に使った6,000円のパーティープランまで、
さまざまなプランをご用意しています。
問い合わせ 住所▶神宮前2-19-15 2階➡
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住所 ▶ 神宮前2-14-17 2階➡❶／電話 ▶
03-6804-3736／メール▶irodori.newcanv
as@gmail.com／参加費▶3,000円（ワンド
リンク含む）
※講師が1人のため参加人数に限りがあり
ます。参加希望のかたは事前にご連絡い
ただけると助かります。

irodori
セブンイレブン

外苑西通
り

り
明治通

タイレストラン
「irodori」の2階で、月に1
〜2回、手話講座を開催しています。初心
者のかた向けの内容なので、
「手話に興味
があるけれど習ったことがない」という
方も気軽にご参加ください。
開催情報 日時▶4/26（水）18〜20時／

仙寿院

ピープルデザインストリート
イベント会場 3

問い合わせ

住所 ▶ 神宮前2-19-5➡❹／

電 話

▶ 03-3475-0225 ／ WEB ▶ http://
www.casselini.com

お客さまから頂いた画像を1点1点補正し、
時間が経っても色あせない「銀塩プリン
ト」で現像しています。卒業式・入学式な
どの大切な記念写真を形に残しませんか。
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
http：//jin2news.net

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

トップ→応募→「回覧板」への応募
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問い合わせ 住所▶ 神宮前2-20-10➡❺／

レイン）
、北青山2-10-29➡❼（グローカ

過秘伝のスープと麺を使用。九州の醤油

営業時間▶10〜19時／定休日▶土、日、祝

ルカフェ）／カフェ営業時間▶9〜20時／

をベースにした甘辛いスープに、シマチョ

（4月から変更しました）／電話▶03-3470-

カフェ定休日▶土、日、祝／WEB▶https://

ウというおいしいモツのコクがたっぷり染

1210／WEB▶http://www.fujitaphoto.co.jp

み出ています。塩コショウで炒めたニラ、

glocalcafe.jp

もやし、キャベツをたっぷり載せてスタミ

慌ただしい新年度こそ
おいしい珈琲で一息つこう

ナ満点に仕上げました。鶏がらスープの
ちゃんぽんとは一味違ったおいしさです！

洋服にも壁紙にも使用OK!
1万点の図柄を販売

「ブレイン」城内さんより

「F/PLOT
（エフプロト）
」船津さんより

WEBサイト制作や語学書の出版、イベン
トの企画・運営を行っている会社です。会
社のすぐ近くに「グローカルカフェ」とい
うコミュニケーションスペースをオープン
して1年が経ちました。ブックライブラ
リーを設け、こだわりのコーヒーや地ビー
ルを用意しています。イメージは「ちょっ
とおしゃれな公民館」
。近所のオフィスで
働くかたの休憩所のような場所になれれ
ばうれしいです。また、店舗はレンタルス
ペースとしても利用して頂けますが、今
後は地元のみなさんと一緒にワークショッ
プやイベントを行う場として活用したいと
思っています。ご興味のあるかたはぜひ
お声がけください。

テキスタイルのデザイン制作会社です。こ
れまで制作した図案1万点のデータを販売
します。洋服、壁紙、ステーショナリーな
ど、何にでも使用可＆アレンジもOK。
データは専用サイトにアップしていますの
で、閲覧したいかたはご連絡ください。
問い合わせ 住所▶神宮前2-14-18➡❾／
営業時間▶11〜15時、17〜21時／定休日
▶今のところなし／電話▶03-6804-6004

神宮前二丁目周辺エリアのお知らせ

5/1
（月）
より「千駄ヶ谷出張所」移転
住所届出などの業務を取り扱っている
「千
駄ヶ谷出張所」が、明治通り拡幅のため移
転。新しい出張所は5/1
（月）開設です。
［問い合わせ］住所▶千駄ヶ谷4-25-14／電

問い合わせ 住所▶神宮前2-18-7 5階➡❽

／営業時間▶10〜18時／電話▶03-54115535／WEB▶http://www.hitchhike.tokyo

話（変更なし）▶03-3402-7377／受付時
間▶月〜金8時半〜17時

もつ鍋旦過の味を受け継ぐ
九州ちゃんぽん新規開店
九州ちゃんぽん
「日の出屋」阿部さんより

東京にうまいちゃんぽん屋を増やしたいと
思い、3月に九州ちゃんぽん店をオープン
しました。僕が長年親しくしている神二の
「もつ鍋旦過」の大将に協力してもらい、
「モツちゃんぽん」
（並盛り800円）には旦

この「回覧板」を持参したかたには、ア
ルコールを除くドリンク類を10%OFFい
たします。
問い合わせ 住所▶神宮前2-2-22➡❻（ブ

神宮前二丁目新聞からの募集
5月発行「回覧板」への掲載

応募締切

4/20（木）掲載無料
5/10（水）

投稿締切

5/16（火）

神宮前二丁目新聞のWEBサイトで、キッチンカーの来るス
ポットを紹介しています。この紙面下のURLもしくはQR
コードからWEBサイトにアクセスの上、お弁当の画像と情

「こんな企画をやってほしい」など、神二新聞の制
作に興味がある方、みんなでワイワイ話しましょう。
飛び入り参加も歓迎です。飲み物と簡単なおつまみ
を用意してお待ちしてます!
日時

「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！

報をご投稿ください。

5/16（火）19〜20時

電話
FAX

03-3478-1774
03-3402-5558

メール
WEB

jin2shinbun@pot.co.jp
http：//jin2news.net

神宮前二丁目新聞回覧板2017年4月号 2017年4月10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

住所 ● 神宮前2-33-18 ビラ・セレーナ303号室

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不動産
取引、近隣トラブルまで何でもどうぞ。

電話 ● 03-3478-1774

FAX ● 03-3402-5558

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。

【投稿例】
●店名／日和亭
●営業時間／水曜11時半〜14時半
●メニュー名／「香草チキンのジェノベー
ゼバジルライス」のハーフ＆ハーフ

神宮前二丁目新聞編集部
（神宮前2-33-18ビラ・セレーナ303号室）
参加費 無料

ご応募は
こちら !

お試し法律相談コーナー

神二には、キッチンカー
（移動販売のお弁当屋さん）
が来るスポットが３箇所あり、曜日ごとにお店が変
わります。そんなキッチンカーのメニューを調べ、
お弁当の写真を撮影してくれる人を募集します。特
定のお店や曜日だけ担当するのももちろんOK！

公開編集会議にいらっしゃい！

場所

話▶03-3401-1284

神二の「キッチンカー」調査

「使わなくなった家電を譲ります」
「アルバイト募集
してます」
「期間限定メニュー始めました」などなど、
神二の人に今知らせたいことをご応募ください。
発行予定日

5/12
（金）
18時半〜「鳩森薪能」開催
鳩森八幡神社で毎年開催される薪能
（たき
ぎのう）
。かがり火越しに見える幻想的な
舞台を楽しめます。チケットは 3,500円
（前売り3,000円）です。
［問い合わせ］住所▶千駄ヶ谷1-1-24 ／電

イラスト・マンガを描いてくれる人

謝礼のお支払いはできませんが、それでもOKなかた、
プロ・アマ問わず募集中。特に取材から同行してコ
ママンガを描いてもらえる人を探しています。

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

トップ→応募→「回覧板」への応募

WEB ● http://jin2news.net

