神 宮 前 二 丁目 新 聞 回 覧 板
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10月3日
（火）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。

2017 年 8月号

8/13（日）、8/27（日）

「原宿401」RIKOmaniaさんより

8/21（月）、9/6（水）17〜20時

「真鍋流農園」真鍋さんより

「原宿401」は、キッチンと大きな鏡のあ
る古いアパートメントの一室を使った神
二の新しいあそび場。8月は糖質オフ朝
ごはん会の他にも、料理教室やランニン
グ・街歩き応援、ワークショップなどを不
定期開催。イベントに参加したいかたは
もちろん、
「原宿401を使って何かやって
みたい」というかたもお気軽にどうぞ♪
開催情報 「糖質オフ朝ごはん会」日時▶
8/13（日）
、8/27（日）7時半〜12時（出
入自由）／料金▶2,000円（要予約）／住
所▶神宮前2-34-1-401➡❶
問い合わせ Facebook▶「原宿401＠RIK

Omania」

農薬や化学肥料を使わず育てた野菜を、
ラーメン「時田屋」前で直売します。ゴー
ジャスとまと、カラフルトロなす、島オク
ラなど、旬の彩りがたくさん。先月好評
いただいた「季節のお任せ野菜セット」は、
9/27
（水）
に販売予定。こちらを希望のか
たはメールより事前申し込みください。

「神宮前二丁目商和会」
より

10/9（月・祝）に神二商店街で開催予定
の「ピープルデザインストリートvol.7」
。
メインステージの登場者を8/20（日）ま
で募集します。弾き語り、漫才、手品な
ど、文化祭気分で参加しよう！ 写真は
今春のイベントに登場した「カツオバン
ド」です。
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カッとコース」
（45分・5,400円）をご用
意しました。磁気を使って目の疲れを癒
やす資格を持った「アイソロジスト」が、
目・顔・頭のツボを刺激し、あなたの疲
れを解消します。

日時▶8/21（月）
、9/6（水）
▶
17〜20時／場所 ラーメン「時田屋」店
販売情報

頭（神宮前2-20-11）
➡❷
問い合わせ メール ▶manabestylefarm@
gmail.com（真鍋）

住所 ▶ 神宮前2-32-1 2階➡
❹／営業時間▶火〜金13〜22時、土11〜

8/26
（土）
12〜17時

話▶03-6455-5886

8/20
（日）
まで

神二商店街のイベント
ステージ登場者募集!

ポット出版
（編集部）

篠田野菜販売

外苑西
通り

オクラ、なす、トマト…
彩り豊かな旬野菜直売

真鍋流農園
野菜販売

1 原宿401
り
明治通

アパートメントの一室で
糖質オフ朝ごはん会

問い合わせ メール▶harajyuku-j2@ac.wak
wak.com（イベント実行委員長・佐藤正記）

仙寿院

千駄谷小学校

残暑もネバッて元気!
納豆Loveの料理イベント
「ことり食堂」中里さん

納豆好きによる、納豆料理とお酒を楽し
むイベント「納豆Love somebody」
。歌う
コックのたけとくんも来るよ！
開催情報 日時▶8/26（土）12〜17時

問い合わせ

21時、日・祝11〜20時／定休日▶月／電

夏の生ビール祭り!
「回覧板」持参でサービス
創作ダイニング
「移民の歌」望月さんより

／住所▶神宮前2-3-28➡❸
問い合わせ

電話▶03-3478-5332／Face

book▶「ことり食堂」

夏バテをスカッと解消!
目・顔・頭の磁気マッサージ
目の美容院「PlusLounge TOKYO」蓮見さんより

暑さや寝不足でボーッとする、目の疲れ
をスッキリさせたい、夏バテを解消した
いというかたにオススメ♪ 「夏限定☆ス

この「回覧板8月号」をお持ちいただいた
お客様限定の生ビール祭り！ お一人に
つき1,500円以上のご注文で、1グループ
最大4名様までウェルカム生ビールを1杯
ずつサービス。
「タンドリーミックスエベ
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→「回覧板」への応募

レスト盛り」
（写真）や「炭焼きロースト

開催情報

ら毛を短く切らないので紫外線もカットで

日時 ▶ 毎週金曜17〜20時、

ビーフ盛合せ」など、スタミナ満点のメ

毎週 土曜 14 〜17時／参加費▶2,000円／

きます。涼しげBODYで夏を乗り切りま

ニューを用意して、みなさんのお越しをお

住所▶神宮前2-11-19 ➡❼

しょう！

待ちしていますっ。

問い合わせ 住所▶神宮前2-10-1➡❾／営

問い合わせ Facebook▶「ウィルトス」

業 時 間▶10〜19時／定休日▶ 火／電話▶

問い合わせ 住所▶神宮前2-31-7 地下1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-

神宮前で直売して40年！
野菜の土曜市に来てね〜

5211

篠田さんより

毎週土曜、朝10時
ごろから「クリー
ニングシマダ」の
前で野菜の直売を
している、千葉県
の農家です。当日
の朝に収穫した獲
れたて野菜、おい
しいよ！ 写真の
トマトは一袋150
円。モロヘイヤ、トウモロコシなど旬の
野菜もたくさん。神二のお客さんには若
い人が少ないから、遊びに来てくれると
うれしいわ〜。
問い合わせ
販売情報 日時▶毎週土曜、10時ごろか

タコスも自慢の酒場に
寄っテキーラ!
メキシカン酒場「ブエナビスタ原宿」滝沢さんより

6月に開店したメキシコビールやテックス
メックス料理（メキシコ風のテキサス料
理）のバーです。プレミアムテキーラは、
香りと味を楽しんでもらえるようシャンパ
ングラスでお出ししています。夏にぴった
りのフローズンマルガリータも始めまし
た！ 自家製タコスと一緒にどうぞ♪

03-5848-3400 ／ WEB ▶ http://www.petspa.co.jp/

「お肉の小箱便」で
ちょっぴり贅沢な週末を
ハム専門店「シャルキュトリ アトキオ」髙谷さんより

毎週木・金のみ、1日5箱限定で「お肉の
小箱便」の注文を承ります。パテ、ソー
セージ2種、生ハムorリエット、サラミの
合計450g以上の詰め合わせ。どんな種
類のお肉が届くかはお楽しみに♪ お日
持ちは到着後、そのまま冷凍で4週間です。

ら／場所▶「クリーニングシマダ」
（神宮
前2-13-6）店頭➡❽
詳細
注文方法▶店頭申込もしくは
FacebookやInstagramで「シャルキュト
リ ア トキオ」宛にメッセージ送信を。お
届け先・希望数をご連絡ください／料金▶

愛犬もムダ毛ケアしてる?
涼しげ夏BODYに♡
問い合わせ 住所▶神宮前2-31-17➡❻／

「PET-SPA青山神宮前店」岩宗さんより

1箱4,300円（基本送料込み。2箱目以降
は800円引き）お支払は事前に店頭にて。
店舗情報 住所▶ 神宮前2-6-6➡ 10 ／電

営 業 時 間 ▶ 月〜土18〜23時／定休日 ▶
日・祝／電話▶03-6447-2241

話▶03-6804-2971

毎週金曜・土曜に
ワイン試飲会やってます

神宮前二丁目周辺エリアのお知らせ
夏休みの親子時間でクリエイティブ体験を!

ワインショップ「ウィルトスワイン神宮前」中尾さんより

「イタリアワインと日本ワイン限定」
、
「オ
レンジ、黄色、黒など珍しいワイン集合」
など、さまざまなテーマで開催してきた
試飲会。今月も毎週金・土に開催予定で
す。参加希望のかたは Facebookより
メッセージをお送りください。

6月にオープンしたペットサロンです。ワ
ンちゃんが涼しさを感じるのは、毛を短く
するより量を少なくすること。アンダー
コートを最大限取り除く「レーキング」な

神宮前二丁目新聞からの募集
10月発行「回覧板」への掲載

発行予定日

お悩みを拝見し、神二のその道のプロに解決を依
頼。
「成績を上げたい」
「夫が脱いだ靴下を片付けて
くれない」など、何でも歓迎です。

イラストレーター・カメラマン募集

9/18（月・祝） 掲載無料
10/3（火）

ご応募は
こちら !

電話
FAX

「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！

あなたのお悩み教えてください

次号に掲載する情報を募集しています。
「 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

謝礼のお支払いはできませんが、それでもOKなかた、
プロ・アマ問わず募集中です。

03-3478-1774
03-3402-5558

メール
WEB

住所 ● 神宮前2-33-18 ビラ・セレーナ303号室

神二の「10」知りませんか?

神宮前二丁目新聞・冊子版は、次号でいよいよ10
号目を迎えます。そこで、
「10」にまつわる人・モ
ノを集めたページを企画中。
「10秒でできる得意技
がある」
「今年で勤続10年目」
「出席番号10番」
「生
後10カ月」
「10の肩書をもっている」
「名前に“十”
が入っている」
「10階のオフィスで働いている」な
どなど、情報お待ちしています！

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8月号 2017年8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

世界のあそび道具が揃う
「ボーネルンドショップ本店」
より
8/20
（日）
まで
「夏休みクラフト体験会」開催中 !
スイカやイルカなど、夏のモチーフをアイロン
ビーズで作り、マグネットとして持ち帰れる教室
（1個 300円）や、手形・足形アート体験
（600円）
を実施しています。
［問い合わせ］住 所 ▶ 神 宮 前1-3-12／ 電 話 ▶ 035411-8022

電話 ● 03-3478-1774

FAX ● 03-3402-5558

WEB ● http://jin2news.net

