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円）」「女子会食べ放題コース（2,980円）」
をディナータイムでご提供しています。い
ずれも2名様から、事前予約制。プラス
1,500円で2時間飲み放題つきにできます。

	 	住所▶神宮前2-31-7	B1階➡
❺／営業時間▶11時半〜16時（ランチ）、
18〜24時（ディナー）／定休日▶日（貸切
予約の場合は営業）／電話▶03-6804-
5211

アマチュアご近所バンドの 
ドラマー募集します
「神宮前二丁目朝練部」佐々木さんより

5月に神二商店街で行われた「ピープルデ
ザインストリート」のステージにも出演し
たアマチュアバンドです。このたび専属
ドラマーを募集します。ドラム経験・年

問い合わせ

申し込みください。受け渡しは7/28（金）
18時より、バー「ポピーズ」前にて。今回
は、トマト・カラフルピーマン・カラフル
なす・オクラなどの夏野菜を中心に、6〜
9種類のラインナップになる予定です。

	 	申込▶7/26（水）午前まで、
定数に達し次第締切／受け渡し▶7/28
（金）18時から、バー「ポピーズ」店頭（神
宮前2-20-12）にて➡❸
	 	メール▶manabestylefarm@
gmail.com（真鍋）

奥原宿に昭和の風情漂う
食堂を開店

「奥原食堂」こうへいさん

以前、神二で「弐万馬力」という焼き鳥
屋を営業していましたが、GW明けから店
名と場所を新たに、昼は定食屋、夜は居
酒屋のお店をオープン。写真は卵入り牛
煮こみ定食（850円）。昼はテイクアウト
（唐揚げ丼並盛り700円）もやってます。
	 	住所▶神宮前2-21-17➡❹／
営業時間▶11〜15時、19〜23時／定休日
▶日／電話▶03-6459-2948

夏バテには肉・肉・肉！ 
食べ放題にいらっしゃい
創作ダイニング「移民の歌」望月さんより

4月にオープンした創作ダイニング。7月
から「肉祭り！食べ放題コース（3,580

販売情報

問い合わせ

問い合わせ

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8月10日（木）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。

7/22（土）まで

梅雨明け前にクリーニング! 
ただいまポイント2倍です

「クリーニングシマダ」島田さんより

「梅雨が明けてクローゼットをのぞいた
ら、お気に入りの服にカビが…」。こんな
ことにならないためにも、衣替えで出し
そびれた服をクリーニングに出しません
か？　この「回覧板」を見た方には、7/22
（土）までスタンプカードのポイントをW
で押すサービスを実施します。500円で
スタンプ1つ、全部貯まると500円引きの
カードです♪
	 	住所▶神宮前2-13-6➡❶／電
話▶03-3401-5902／WEB▶http://clshim
ada.fc2web.com/

7/22（土）・23（日）・29（土）・30（日）、8/19（土）・20（日）

自由研究にもぴったり！ 
こっぱっぱ木工教室
木の生活道具店「コサイン青山」天野さんより

恒例の夏休み企画を今年も開催！　木材
の「木っ端」を自由に組み合わせて作品を
つくる、モノづくりの楽しさに溢れた
ワークショップです。作品は「かけ時計」
か「ロボット」のどちらかを選べます。
	 	日付▶7/22（土）・23（日）・
29（土）・30（日）、8/19（土）・20（日）
／時間▶①11:30〜②15:00〜（各回約1時
間）／参加費▶1,200円／定員▶各回親子4
組まで（要予約）
	 	住所▶神宮前2-5-4➡❷／電
話▶03-3470-7733

7/26（水）午前申込締切→7/28（金）18時受け渡し

暑〜い夏にシャキッと栄養! 
夏野菜セット販売します

「真鍋流農園」真鍋さんより

農薬や化学肥料を使わず育てた季節のお
まかせ野菜セット（2,000円）を数量限定
でご用意。7/26（水）午前までにメールで
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新人デリバリーマン＆ガールが仲間入り。
「先輩たちに下克上をする勢いで頑張り
ます！（しゅうと）」、「ボクシングで鍛え
た体力を活かします！（あや）」と気合十
分。みなさんよろしくお願いします！
	 	住所▶神宮前2-35-9➡10／営
業時間▶11〜15時半、17時半〜22時（土
曜は20時まで）／定休日▶日、祝／電話▶
03-3404-7785

 不要になった机譲ります
「ポット出版」より

不要になった木製の書き物机を無料で譲
ります。サイズは幅90cm・奥行き57cm・
高さ65cm。

	 	7/31（月）まで、10〜19時の
間にポット出版まで取りに来られる方
	 	 住所▶神宮前2-33-18	303
号室➡11／神宮前二丁目新聞WEBサイト
→応募→「回覧板」への応募

パーソナルトレーニングで夏こそ体を絞ろう
「THE PERSON」大石さんより
千駄ヶ谷にある完全個室のワークアウトスペース。
「体を鍛えたい」「結婚式の前に5kg痩せたい」など、
あなたの目的にマッチするトレーナーを紹介しま
す。トレーナーの方向けに、自分専用の個室を利
用できる「オーナープラン」もあります。
［問い合わせ］住所▶千駄ヶ谷3-26-7／電話▶03-
5413-4471／WEB▶http://www.the-person.com/
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神宮前二丁目周辺エリアのお知らせ

条件もろもろ相談可！ 
ネイリスト募集
ネイルサロン「Awesome Blossom」原さんより

ネイリストとして秋くらいから働けるか
たを募集します。勤務の曜日や時間など
の条件は相談可能ですので、希望があれ
ば応募時にお教えください。経験者のか
たは優遇しますが、技術指導も行います。
	 	住所▶神宮前2-6-14➡❽／
神宮前二丁目新聞WEBサイト→応募→
「回覧板」への応募

日本サッカーを強くする 
パート・アルバイト募集!

「スポーツマネジメント株式会社」加藤さんより

未経験者大歓迎！	国立競技場が見えるオ
フィス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・データ入力・社
内倉庫管理など、コツコツ、黙々とした
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
日5時間程度、週3日程度働ける方（月曜
働ける方大歓迎）／給料▶時給940円〜+
交通費
	 	住所▶神宮前2-12-2　4階➡
❾／営業時間▶10〜19時／定休日▶土・
日・祝日／電話▶03-5412-0055／メール
▶recruit@spo-mane.co.jp／担当▶加藤

新人デリバリーマン登場! 
誠心誠意お届けします
中華料理「紫金飯店 原宿店」寺沢さんより

出前の早さが自慢の紫金飯店に、この夏
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条件

問い合わせ

齢・性別不問、向上心とスティックさえ
お持ちであればOKです。練習は神二界隈
のプライベートスタジオおよび代々木で
行っています。
	 	メール▶soulmatebuilds@gma
il.com（佐々木）

未回収の売掛金の悩み 
初回無料で受け付けます

「C-ens法律事務所」錦織さんより

お店・会社経営者の方、回収に手こずっ
ている売掛金などのお困りごとはありませ
んか?　まずはご相談から、初回無料で受
け付けます。お盆前に悩みごとをさっぱり
と解決して、気持ちの良い夏休みを迎え
ましょう！
	 	住所▶神宮前2-4-7	303号室
➡❻／電話▶03-6721-1597

ギャラリーカフェ&バーを 
一緒につくりませんか

「LUCKAND-Gallery Cafe&Bar-」増田さんより

シェフ、バーテンダー、パティシエ、バリ
スタなど、調理経験のあるスタッフを募
集します。少人数体制なので、あらゆる
業務に関わりたいという方のご応募をお
待ちしています！
	 	勤務時間▶10時半〜23時半
で1日6時間以上、週3日程度働ける方／
給料▶時給940円〜+交通費／詳細は
WEB（ht tp : / /p lace . l uckand . j p /
news/20170626/）をご覧ください
	 	 住所▶神宮前2-24-4➡❼／
電話▶03-6459-2145
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神宮前二丁目新聞 回覧板 2017年7月号　2017年7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　電話●03-3478-1774　FAX●03-3402-5558　WEB●http://jin2news.net　

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！

8月発行「回覧板」への掲載
「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、
神二の人にいま知らせたいことをご応募ください。
応募締切 	7/20（木）　掲載無料
発行予定日 	8/10（木）

イラストレーター・カメラマン募集
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。イラストレーターは、神
二での取材に同行して、取材内容をコママンガに起
こしてもらえる人を探しています。

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。


