神 宮 前 二 丁目 新 聞 回 覧 板
2017 年 5 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7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。
じん に

ゴールデンウィーク明けの日曜は神二で遊び尽くそう！
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イベント会場
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り

神二のお祭り
ピープルデザインストリートvol.6
5/14（日）開催!

1 ピープルデザインストリート

千駄谷小学校

Casa
Bella

8

100m

今年も神二に春祭りがやってくる！ 商店
街の道路を歩行者に解放して、青空ヨガや
ブラインドサッカーなど体験型の
イベントが開かれます。神宮前二
丁目商和会加盟店が販売する
フードメニューもお楽しみに！

子どもが楽しめるワークショッ
プや風船アートも。ステージ
では、地元メンバーによる音
楽ライブが披露されます

問い合わせ メ ー ル ▶ harajyuku-j2@ac.wakw
ak.com（イベント実行委員長・佐藤正記）

キャロットラペ、トレビス、ひよこ豆など
をたっぷり挟んでいます。2本入り650円、
サラダ&スープセット+300円。
問い合わせ 住所 ▶ 神宮前2-24-4➡❹／
営業時間▶11時半〜23時半／定休日▶月
／電話 ▶03-6459-2145／WEB▶http://
place.luckand.jp/

5/10（水）〜16（火）

銀座三越・フランス展に
ハムやソーセージを出品
ハム専門店「シャルキュトリ・ア・
トキオ」髙谷さんより

フランスの食やファッションを集めた、銀
座三越の「フランス展」に当店のハムや
ソーセージ、ガレットを出品します。5/10
（水）〜16（火）
、10時半〜20時（最終日
のみ17時）まで出店しています。
問い合わせ 住所▶神宮前2-6-6➡❷／営
業時間▶火〜金12〜20時（土・日は18時
まで。4月から営業時間を変更しました）
／定休日▶月／電話▶03-6804-2971
6/2（金）18〜21時（売り切れ次第終了）

バー「bonobo」前で
露地野菜を販売します

ます。農薬や化学肥料は使用していませ
ん。作った野菜は、バー「bonobo」の前
を借りて不定期で販売しています。6/2
（金）に販売予定の野菜は、マスタードリー
フや紫みずな、スイスチャード、リーフレ
タス、エディブルフラワー、ズッキーニな
ど。ぜひお試しください。
販売情報
場所 ▶ バー「bonobo」店頭

水晶岩盤浴・マッサージ
1万円の神二特別メニュー
リラクゼーションスパ「CaricaSpa」山田さんより

（神宮前2-23-4）➡❸／日時▶6/2（金）
18〜21時（売り切れ次第終了）
問い合わせ メール ▶manabestylefarm@
gmail.com

春野菜がぎっしり詰まった
有機そば粉のガレット
「LUCKAND-Gallery Cafe&Bar-」増田さんより

「真鍋流農園」真鍋さんより

「皮までまるまる食べちゃうぞ！」をテー
マに、彩り豊かな露地野菜を生産してい

3月末にフジテレビ「ノンストップ！」で
紹介されたテイクアウト専用メニューです。
国産の有機そば粉を使ったガレット（そ
ば粉のクレープ）に、ルッコラ、パプリカ、

都内では珍しい、岩盤の上に水晶を敷い
た水晶岩盤浴も利用できるスパです。ご
近所のかたにももっと気軽に来てほしくて、
この「回覧板」をご覧になったかた限定
で特別メニューをご用意しました。下記
の2つから、どちらかお好きなメニューを
1万円で施術できます。男性も歓迎です。
神二特別メニュー ①リフレクソロジー40分
＋水晶岩盤浴50分（期間限定の特別メ
ニュー）②アロマトリートメント60分＋
ヘッドスパ15分もしくは腸もみ10分（通
常価格15,500円のところ、5,500円引き）
問い合わせ 住所 ▶ 神宮前2-13-4➡❺／
営業時間▶12〜22時（最終受付21時）／
電話 ▶03-5413-3090／定休日▶ 不定休
／WEB▶http://www.caricaspa.com
裏面へ続く

「回覧板」への
掲載希望は
こちらまで

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→「回覧板」への応募

問い合わせ    住所▶神宮前2-3-30 1階➡

成績に悩んでいるかた
全教科の勉強教えます

／定休日▶今のところなし（ランチは日曜、

神二在住・Oさんより

祝日休み）／電話▶03-6804-2948

❼／営業時間▶11時半〜15時、19〜26時

働くとこんなにいいことが！ 興味のある
方はスタッフまでお声がけください。
条件

アルバイト▶主にホールの仕

事＋簡単な調理補助など。週1日からOK。
男女問わず18歳以上なら未経験でもOK。

中学・高校・大学入試を控えるかたに、全
教科合格指導をいたします。筑波大学大

昼／10時半〜15時半（2.5時間〜）1,000

学院在籍時より、40年にわたって家庭教

円〜。夜／17〜24時半（3時間〜。土日

師をしてきました。偏差値が40から80に
上がった生徒もいます。成績が気になる
かた、ぜひご連絡ください。
問い合わせ 神宮前二丁目新聞「回覧板」
応募フォームへ

祝は15時半〜）1,100円〜（22時以降は
時給1.25倍）
正社員▶キッチン or ホール。月給25万円
〜。未経験でも独立希望の方でも大歓迎。
丁寧に教えます。
問い合わせ 住所▶神宮前2-19-17➡❾／

［編集部松村より］お電話でお話ししたOさんは、と

本格派イタリアンの味を
ワンプレートランチで

ても穏やかなおじさまでした。生徒のペースに合わ
せて無理なく教えてくれそうです。

「時田屋」のラーメン
昼も食べられます

イタリア料理「Casa Bella」越川さんより

サラダ＋前菜＋パ
スタ＋パンのワン
プレ ートラン チ
（1,510円）始めま
した。どれか一品
をデザートorコー
ヒーに変えること
もできます。
「がっ
つり食べたい」か
たはパスタ大盛り、
「昨日飲み過ぎちゃっ
た」かたはドレッシングをあっさりに、な
ど一人ひとりの要望にもできる限りお応
えします。
「敷居の高い店」と思われがち
ですが、もっと神二のみなさんに親しまれ
る店になることが目標です！
問い合わせ 住所▶神宮前2-3-30地下1階

ラーメン
「時田屋」時田さんより

これまでは夜のみの営業でしたが、ラン
チも始めました。ラーメンは、白味噌を
使った味噌ラーメンの他、醤油、塩の3種
類（各700円）
。半チャーハン300円、生
姜焼き定食850円などもあります。
問い合わせ   住所▶ 神 宮 前 2-20-11➡ ❻

／営業時間▶12〜15時、19〜23時／定休
日▶火（ランチは土曜も休み）

焼肉屋「じんじん」
テイクアウトランチ開始

日5時間以上、週4〜5日働ける方（月曜日
働ける方大歓迎）／給料▶時給940円〜+
交通費
問い合わせ

住所 ▶ 神宮前2-12-2 4階➡

10 ／営業時間▶10〜19時／定休日▶土・

日・祝日／電話▶03-5412-0055／メール

03-6804-1495

▶recruit@spo-mane.co.jp／担当▶永池

「まかないがおいしくてつい食べ過ぎちゃ
う♡（Kちゃん）
」
「いろんな出会いがある。
就職が決まりました（L君）
」
「彼女ができ
て、その後結婚しました（M山）
」
。眞吉で

制作に協力してくれる人、誌面に登場してくれる人を募集中です。
神宮前二丁目で暮らす・働く・遊ぶ人なら誰でもOK!

5/14（日）のピープルデザインストリートで

「ボッチャ体験コーナー」 を開催。
パラリンピックの種目をみんなで体験しよう !

よーく狙って
白球にボールを
近付けよう!

パラリンピック正式種目「ボッチャ」の体験会を、
5/14（日）の「ピープルデザインストリート」で開
催します ! 子どもからお年寄りまで、運動音痴さんも、
球技に自信アリの人も、奮ってご参加ください。

03-3478-1774
03-3402-5558

「公開編集会議」開催
神二新聞の制作に興味がある人、
ワイワイ話しましょう! 編集部
（神宮前2-33-18 #303）にてお待
ちしています。
日時

5/16（火）19〜20時
メール
WEB

住所 ● 神宮前2-33-18ビラ・セレーナ303号室 電話 ● 03-3478-1774

「回覧板」への掲載
次回の「神宮前二丁目新聞回覧
板」は、7/10（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

6/20（火）掲載無料

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→「回覧板」への応募

神宮前二丁目新聞回覧板2017年5月号 2017年5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

国立競技場が見えるオフィス内でアマチュ
アのサッカー・フットサルイベントの準備
や片付けをするお仕事です。軽作業、事
務作業、社内倉庫管理など簡単な作業な
ので、未経験OK。コツコツ・黙々と作業
が得意な方にピッタリです！
勤務時間▶10時半〜19時で1
条件

➡❽／営業時間▶11時半〜14時／電話▶

神宮前二丁目新聞からの募集

FAX

「スポーツマネジメント株式会社」永池さんより

居酒屋「眞吉原宿」中静さんより

テイクアウトOKのランチを始めました。
豚バラ丼（650円）や、牛タン、牛バラ、
大根入りのじんじんカレー（650円）
、ど
ちらも数量限定ですのでお早めに！

電話

日本サッカーを強くする
アルバイト・パート募集！

魚まみれ「眞吉」で働くと
いいことあるかも!?

「やきどころ じんじん」丁子谷さんより

「回覧板」への
掲載希望は
こちらまで

営業時間▶月〜金 11時半〜14時（ラン
チ）
、17時半〜24時 土16〜24時 日・
祝 16〜23時／電話▶03-3401-3917

FAX ● 03-3402-5558

WEB ● http://jin2news.net

