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神二で暮らす、働く、遊ぶ。地元メンバーが届ける、
超地域限定フリーマガジン。今回は「神宮前二丁目商和会マップ」の

第10号発行記念企画

神宮前二丁目新聞は街の人にどう思われてる?

道ゆく140人に突撃インタ ビュー

おかげさまで、10号目を迎えた神二新聞。
実際のところどんな評価をされているのか知るべく、神二の人に聞いてみました。
編集部が初対面の人に限定して取材した結果は…!?
※2017年8〜9月に実施。コメント内の年代は推定です。

い
おもしろ

● 行きつけの玉川屋さんが
第 5 号に出ていて「あ! 載ってる」
とうれしかった（30代・男性）
●「こんなお店あったんだ」という
ことがわかって楽しい（60代・女性）
●編集部より
「知っている人が出ているから」という理由
多し。いろんな人に取材できるよう、今後も
ネタ集め頑張ります !

マンション
「ビラ・セレーナ」
前の配布スタンドから
いつももらってますよ

んばれ
もっとが

おもしろい

2941%

（計

票）

（40代・女性）

なにそれ

神二新聞を 知らない
どう思う?
もっと
60%

がんばれ

（計84票）

11%

●編集部より
読んでくれていることに感謝 ! ただし中に
は「見たことあるけど読んでない」という人
も。精進します。

これ
頑張 からも
って
！

● お年寄りが入りやすい
お店の情報もほしい（70代・女性）

● （店に置いてあると聞いて）
ごはんを外で食べないので知らない
（30代・男性）
●編集部より
「おもしろいかどうか」以前に、こんなに知
られていないとは…うーむ、これは配布方法
を見直さねばか ?

（計15票）

● 文字が多くて、読み込まないと
内容がわからない（50代・男性）
取 材を重 ねるごとに
「あの人は神二新聞知
らなさそう」
「この道を
歩く人はゆっくり話を
聞かせてくれる」など、
編集部の鑑識眼がムダ
に研ぎ澄まされていく。
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ない
れ知ら
なにそ
● どこで配っているのかわからない

神二の計70店舗で
神宮前二丁目新聞がもらえます
神二新聞 WEB サイトでは、神二新
聞がもらえるお店を GoogleMap で
紹介しています。

▼配布店はコチラから
神宮前二丁目新聞

検索

トップ→配布店・掲載店MAP

新たに神二新聞を置いてくれるお
店・会社も募集中！ 詳しくはこの
冊子の裏表紙へ。
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9

知名度まだまだな
“ひよっこ”編集部、
“卵”に戻って出直します!?

神二で作った
スペシャルゆで卵

8

1

10

パートナーのために糖質制限料理を作っていたら、
「ゆで卵上手」になったという

7

神二のRIKOmaniaさん。糖質制限中に欠かせないタンパク質摂取のため、

10

ゆで卵は便利な一品なのだそう。神二新聞10号を記念して作ってもらったゆで卵をご紹介!
撮影／みどりこ

スペシャルゆで卵のレシピ
2

沸騰したお湯で5〜6分ゆで、すぐ氷水に浸けて冷やしながらカラをむくと
中がトロトロの半熟ゆで卵に。これにひと手間加えれば、食べごたえと華やかさが!

1 ぴりっと生ハム
卵とトマトを生ハムで包む。

食べるラー油、かにカマ、ね

ソース、青のり、紅しょうが、

ぎで韓国風。ビールに合う！

かつお節で、子どもも喜ぶ味に。

6 ほくほくアボカド

10 サーモンレモンディル

明太子と柴漬けで和風な一品。

レンジで加熱したアボカドに

紫玉ねぎ、ディル、レモンの

トッピングのごまで風味づけ。

すし酢とピンクペッパーを。

マリネ液にスモークサーモンを。

3 チャンジャ& チーズ

7 卵ですよ

チャンジャの辛味に、バーナー

「ごはんですよ」のしっかり味

で炙ったチーズのコクが◎。

にトマトを加えてあっさりと。

4 トルコ風マヨクミン

8 ツナキムチ

マヨネーズに粉末のクミンを

刻んだキムチにツナを和える

加えるだけでトルコ風に。

だけで安定のおいしさに。
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9 たこ焼き風

粒マスタードの食感も楽しい。

2 明太柴漬け

4

5 かにラー油

3
5
●レシピ考案・調理

れ!
もがんば
11号から
シピ
プラス1レ

バーナーde
カラメルエッグ
砂糖をまぶしてバーナーで炙れ
ばクリームブリュレ風に。

4

「原宿401」
オーナー

RIKOmaniaさん

神宮前2-34-1 401号室／古いアパー

トメントの一室「原宿401」で、糖質
オフ朝ごはん会などを開催。株式会
社RIKOmania 代表。神二のご近 所
「ソラトニワ原宿」で毎週木曜ラジオ
のパーソナリティも務める。
［▶原宿401の地図は裏表紙へ］

（水）
10/18
開催！

RIKOmaniaさんの料理も食べられる

神二新聞の
「公開編集会議」
に参加しよう! 詳しくは裏表紙へ。

10 歳のふたりが答えます!
神二の人のお悩み10

●回答してくれた10歳
ふじ た せい ら

藤田星蘭ちゃん

お悩み

7

最近の悩みは、
苦手な肉の脂身が
カレーに入ってること

神二はお年寄りの
行ける店が少なくて
困っています

お悩み

8

［50代・男性］

［70代・女性］

子どものシンプルな考えにこそ、お悩み解決の糸口が隠れているのでは？

足の裏に貼れる冷たい
湿布があるので、それを
つけてお仕事してはどう
でしょうか?

中華の香港ロジがおす
すめ。この間、おじい
ちゃん・おばあちゃんも
一緒に家族で行きました。

神二でよく遊んでいる今年ちょうど10歳のふたりに、

p2の街頭取材で集めた神二のみんなのお悩みに答えてもらいました。
撮影場所は小学生に人気のスポット・千原公園です。

夏に下水道工事を
していると足の裏が
熱くてイヤになります

※コメント内の年代は推定です。

お悩み

1

童心にかえるには
どうしたらいいですか?

お悩み

3

［30代・女性］

2

資格の勉強をさぼってます。
どうやったら以前の
情熱を取り戻せますか?
［30代・女性］
ずっと勉強してると疲れ
ちゃうから、ちょっとず
つ休憩しながらやってみ
たら？
休憩してたら間に合わな
くなっちゃうよ！

6

お悩み
●回答してくれた10歳
だいもんてんゆう

大門天祐くん

新しいのを買うんじゃな
くて、空になったペット
ボトルに飲み物を入れ
て使い回せばいいよ。

お悩み

4

12月に産まれる
娘の名前を考えて!
［30代・男性］
赤ちゃんの表情を見
て、お父さんが決め
てください。僕はみ
んながくれた自分の
名前が好きです。

9

最近の悩みは、
バスケの試合に
出られるかどうか

［30代・女性］

ディズニーシーに行く。
ジェットコースターがたく
さんあって楽しいから。

お悩み

家にペットボトルが
増え続けています。
捨てに行くのも面倒です

お悩み
お悩み

5

うんていが
うまくできません
［6歳・女の子］
足を振って勢いをつける
とどんどん進めるよ。練
習がんばって！

6

娘が小学校受験をします。
面接でていねいな話し方が
できるようになるには?［30代・女性］
普段の生活から気をつけるといいと思
います。知らない人にも挨拶するとか。
僕はバスケのコーチから教わりました。

キュウリが
食べられません。
細かく刻んでもダメです
［40代・男性］
私はエビが嫌いです。
給食で出たら、牛乳とか
スープで飲み込みます。
味が濃いとまぎれます。

お悩み

10

ドライヤーで髪を
乾かすのが面倒です
［30代・女性］
うちのお母さんはタオルを
頭に巻いて拭くだけ。半乾
きのまま寝ています。
7

回答欄

神二新聞からの挑戦状

神二検定
Q1

Q2

Q3

Q4

8

全問正解者の中から抽選で10名を、神二新聞の 「公開編集会議スペシャル」
（10/18水曜 開催）
にご招待！
正解は10/9（月・祝）開催のピープルデザインス トリート会場で発表します。
回答欄に記入のうえ、会場へお持ちください！
［▶ピープルデザインストリート会場の地図は裏表紙へ］

神二の商店街に
並んでいる街路灯。
■の部分になんて
書いてある?

Q5

神二には○○○と
○○○○○の
大使館がある。
あてはまる国名は?

Q6 「街の便利屋さん」を

神二に
唯一ある
この神社の
名前は?

Q7

太陽のマークが目印。
月曜にサンドイッチ・
おにぎりの30円引きを
実施している店は?

Q8

オーナーの苗字が
店名になっている
創業80年以上の
老舗写真館の名前は?

モットーにしている
神二の印刷会社の
名前は?

Q9

Q10

計90種以上の
パスタが食べられる
スパゲッティ屋さんの
名前は○○○○。

Q11

前オーナーが
彫刻した
看板がある
美容室は?

Q12

店名の由来はずばり
「神二」
。神二新聞の
第8号に登場した
この焼肉店の名前は?

Q2

／

Q3
Q4

Q13

渋谷区の
古道の一つ
である、この
坂の名は?

Q17

植民地時代のペルーの
建物をイメージした、
鮮やかな黄色の
外壁をした店の名前は?

Q18

九州の地名が店名の
由来。よしもと芸人が
スタッフとして在籍する
もつ鍋屋さんの名前は?

Q14

パッと見は八百屋。
でも本当は何の店?

Q15 「AZ Finom」は

神宮前1〜6丁目を、
店・会社の数が
多い順に並べると
神宮前2丁目は何位?

Q1

日本で唯一○○○○○
政府公認のレストラン。
あてはまる国名は?

Q16

写真は
○○川に
かかっていた
欄干の名残。

Q19

Q20

レインボー
フラッグが
目印のこの
店の名前は?
店名に「ホテル」と
入っているが、宿泊は
できないキラー通り沿い
の店。何屋さん?
ここにある
ガチャガチャ、
全部で
何台?
原宿電気屋があった
ことから名前がついた
「美容室Ozaka」が
入っているビル名は?

Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
9

神二の仕事人の流儀に迫る

「美容室Ozaka」のオーナー

尾坂 睦さん
OZAKA Makoto

トレードマークの白衣は
プロとしての心構えの表れだった
鏡を見ながら作業する美容師にとって、お

「俺の知り合いが中華料理屋を辞めて、店が空

客さんの髪型の見やすさは、後ろに立つ自分

いている。貸すか分からないけど話をしてや

の服によって変わる。黒髪が一番くっきり映

ろう」と言ってくれた。そうしてオープンし

えるのは、白。
尾坂さんが白衣を着始めたのは、まだ独立
前の30歳のとき。独自のヘアカット技術を生

たのが「美容室 Ozaka」だ。
「今も、その社長
と大家さんには足を向けて寝られませんよ」
と笑う尾坂さん。神二との縁を結んだのも、
白衣がきっかけだったのだ。

み出した結果、それまで20分で終えていたカッ
トが30分かかるようになってしまった。あれ
これ考える中、ふと「もしかしてお客様の髪
型が見えていないんじゃないか」と思い立ち、
試しに白い Y シャツを着てカットをしたとこ
ろぴったり20分で収まった。
「自分の腕を活か

制服。白髪のお客さんのときは、
白衣の上から黒いエプロンをか
けてヘアカットをする。

10

❶自分の腕を活かすのは環境づくりから

❷作業は手早く。お客様を待たせていいことは何もない
❸好みで判断する仕事だからこそ自論だけで突き進むな

す環境をつくれるかどうか。それがプロとア
マチュアの差だと実感した出来事でしたね」
。
そんな尾坂さんだが、ピンチのときもあった。

❹ヘアスタイルは、ワインのように変化したときも美しく

18年前、勤務先のオーナーとけんか別れして

❽ヘアセットは整髪料を使わずブラシだけで仕上げる

独立開業をしようとしたとき。当時は美容師
ブームで新規店が急増し、どこを回っても物
件がない時代。その日も不動産屋で「1年から
スタイリストは白衣、アシスタ
ントは黒髪も白髪も映えるグレー
のTシャツが、美容室Ozakaの

尾坂さんが大切にしている10のこと

2年待ちですね」と言われ、しょんぼり帰ろう
としたところ不動産屋の社長に「きみ、白衣
を着た美容師じゃないか！」と呼び止められた。
その社長は、尾坂さんが働いていた店の前
を通っていて、
「白衣の美容師がいるな」と印
象に残っていたという。わけを聞いた社長は

❺ヘアスタイルは、お客様と二人三脚でつくるもの

❻掃除を丁寧に行う心は、シャンプーの腕に通ずる
❼はっきりとした発声でお客様とコミュニケーション
❾お客様との信頼を築き、紹介を中心に集客

❿しっかり働きしっかり遊ぶ。年1回社員全員で海外へ!

SHOP D ATA

美容室 Ozaka

住所▶神宮前2-19-10
原電ビル1階

電話番号▶03-3401-3039
［▶お店の地図は裏表紙へ］
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まだまだあります !

10

神二でいい友リレー

どこまで
つながる ?

神二で見つけた

神二の「10」にまつわる情報を募集したところ、
こんな投稿をいただきました!

いい友 No.

神宮前二丁目で暮らす・働く・遊ぶ人が、神二の友達を紹介するコーナー。
第8号でいい友 No.10までつながるも、なかなか「神二しばり」でつなげることは難しく、
惜しくも一度バトンが途切れてしまいました。
気を取り直して、No.9の堀川さんが紹介する「いい友」から再スタートです !

9

堀川真也さん

息子が10カ月に
なりました

（FiGARO原宿H-14オーナー）

杉本さん（irodori）

神二のタイレストラン「irodori」で
シェフをしています。神二新聞編集
部が情報を集めていた8月に、ちょう
ど息子が10カ月になりました !

いい友

いい友

No. 12

いい友

No. 11

いい友

No. 13

No. 14

10カ国のスタッフが
働く会社です

キクチ・ケリーさん（Wahl & Case）

ヒデは小学校からの幼馴染み。クリ
スマスに僕が失恋したときは、神二

村川さんが語る
綱島さんってこんな人
ケンさんは僕のダーツの師匠。投げ
方だけじゃなく、
「動揺しちゃうとだ

大友良一さん（ 68歳）

「プチ・コーポ大友」
（神宮前2-1412）の大家さん。神二の居酒屋をよく
飲み歩いている。

綱島さんが語る
大友さんってこんな人
うちの店に10年以上通ってくれてい
る常連さんです。釣りと料理が得意

イトをしていたことも影響しているの

のダーツバー「FiGARO」でテキー

めだよ」などメンタル面のアドバイ

で、自分でさばいて煮付けた魚を差

かな。大都会で育ったにも関わらず、

ラをおごってくれました。さらに常連

スもくれます。恋愛の師匠でもあり、

し入れてくれることも。いろんな年

「原宿っぽさ」とは一線を画した落ち

さんが来る度に「こいつ今日失恋し

悩みを相談すると「気持ちはわかる

代の人にダーツをしに来てもらいた

着き。東京に憧れて育った僕とは違

たんすよ〜」と宣伝。テキーラおご

けどさ」
「それはヒデが悪いんじゃな

いので、いつもニコニコ陽気な良さ

う少年時代を送ってきたんだろうな。

りの連鎖を巻き起こしてくれました。

い?」と厳しくも優しい言葉をくれます。

んが来てくれて嬉しいです。

［▶お店・会社の地図は裏表紙へ］

大友さんが紹介する﹁いい友﹂は次号へ

12

学生時代から敬語がきちんと使える、
ハキハキした青年です。塾講師のバ

淺岡さんが語る
村川さんってこんな人

綱島健介さん（ 33歳）

ダーツバー「FiGARO原宿H-14」
（神
宮前2-19-13）のスタッフ。プロとし
てのダーツ歴は今年で12年目。

綱島さんが紹介するのは

初めてギターを手にしたのは中学1年生の
とき。それから、いろんなギターを買った
りもらったり、あげたり売ったり。ちょう
ど10本目のギターは、出前の配達先でも
らいました。神二の「Bar 緑」に置いて、
仲間たちとの演奏を楽しんでいます。

堀川さんが語る
淺岡さんってこんな人

村川英央さん（ 22歳）

神二生まれ。第8号に登場した村川
季世さんの弟で、季世さんと同じく
日本舞踊の舞踊家として活動している。

村川さんが紹介するのは

寺沢良行さん（紫金飯店）

8

淺岡陸さん（ 23歳）

千駄ヶ谷小学校→神宮外苑中学校に
通った地元っ子。昔はよく千原公園
（神宮前2-31-5）で遊んでいた。

淺岡さんが紹介するのは

人生で10本目のギターを
出前先でもらいました

第 号で登場した堀川さんが紹介するのは

IT 企業向けの人材支援会社です。10カ国の外国籍（マレーシア、
中国、台湾、ドイツ、アルジェリア、アメリカ、イギリス、カナ
ダ、セルビア、ブラジル）のスタッフたちで運営しています。人
と人とを繋ぐ企業として、多様性を尊重し合うことが私たちの
モットーです。

!
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J i nguma

e 2 c h o m e De s i g n P r o j e
ct

楽しめる未来のスポーツを探せ
で
な
# 010
!
みん
［

話題の「ゆるスポーツ」に潜入調査］

るスポーツがあればいいなと開発

老人ホームで楽しめるものもあれば、

種目を街のみなさんで一緒につく

したのが「ゆるスポーツ」なんです。

こたつに座りながらやるものや、

るのはどうですか ?

スポーツの語源は、誰もが気晴ら

街中の路上にマッチしたものも。

宮 ▶ステキ !

しに楽しむもの、ですから。現在、

神 ▶街中 !

らえませんか ? 新国立競技場の

今度、神二に来ても

ゆるスポーツは50種目以上です。

神宮前二丁目という街でやりたい

目と鼻の先なんです。2020年目指

宮 ▶普段はどこで体験できるんです

んです。

して、神二ゆるスポ、つくりたい !

か?

澤 ▶「ゆるスポ」の醍醐味は、自分

神 ▶ぜひ神二のみんなとの企画会

澤 ▶場所は問いませんよ。体育館や

たちでスポーツを考えること。新

議をセッティングさせてください !

やってる人も見てる人も
笑顔になれるスポーツを
神二でもやりたい !

❶フライングエッグ 塩化ビニール製の目玉焼きを、
フライパン型のラケットで交互にトス! 3往復した
ら真ん中のお皿に上手に投げ入れ!
デザイナー

教えてくれた人

じん

澤田智洋さん

神やっこ

❷トントンボイス相撲 紙相撲の土俵を揺らすの
は、指ではなく声。ヘッドセットのマイクに向かっ
て小気味好く「トントン」言って、相手力士の下
の土俵を揺らそう。
❸オシリウスの塔 円を描くように振ったお尻の

プランナー

ぐう

宮やっこ

2020年に向けて世界で一番グローバルなローカルタウンを目指し、
これまでにない新しい「神二の名物」づくりに挑戦してきた神二デザインプロジェクト。
今年の5月に神二商店街のイベント「ピープルデザインストリート」で
パラリンピック公式種目である「ボッチャ」の体験会を実施し、
確かな手応えを感じた神二姉妹にまた次のアイデアが !?
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いいですね。僕たち、

神やっこ ▶夏も終わり、いよいよス

神&宮 ▶え?

ポーツの秋がやってきます! 今日

頭上にカラフルなうんちを載せる）

うんち…?（恐る恐る

澤 ▶ 神やっこさん、先にゴール !

はこの人をご紹介!

澤 ▶さ、コースにあるコーンをジグ

この「うんちスポーツ」は足が速

よ…あっ…（崩れ落ちるうんち）

澤田さん ▶年齢・性別・運動神経問

ザクに走ってみてください。帰り

いからって勝てないんですよ。姿

わず、誰もがゆるく楽しめる「ゆ

は後ろ向きです。うんちを落とし

勢を伸ばして、精神統一が大切。

るスポ」をつくっている「世界ゆ

たら、その場で載せ直して。位置

―神二姉妹、他の種目も体験

るスポーツ協会」代表澤田です。

について、よーいドン!

宮 ▶本当に楽しい !

まずはこちらを頭の上に載せて…。

神 ▶宮やっこ、そんなに走って大丈

だく!

宮 ▶これは何ですか?

夫?

澤 ▶うんちです。

宮 ▶楽し〜い!

1

神二だけの
「ゆるスポーツ」
一緒に考えませんか ?

4

ふたりして汗

澤 ▶お疲れ様でした !

ちょろいもんです

動きをセンサーがキャッチし、画面上にお尻型の
ブロックを生成。たくさんブロックを作って画面を
埋め尽くした方が勝ち。
❹うんちスポーツ 頭に載せた「うんち」は、輪
投げの輪のようにバラバラのものを積み上げただけ。
コーンをジグザク走る間も、頭上のバランスを保
ち続ける必要あり。

もともと運

動音痴な僕でも、みんなと楽しめ

2

3
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神宮前二丁目新聞を一緒に作りませんか ?
公開編集会議スペシャル開催

神宮前二丁目で暮らす人・
働く人・遊ぶ人なら誰でもOK !
店頭配布

「回覧板」への掲載

神宮前二丁目新聞の冊子版や回覧

ご近所さんが集まって神二新聞の

「服譲ります」「期間限定メニュー始

企画を考える「公開編集会議」、

めました」など、神二の人にいま知ら

次回は豪華に行います ! p4登場

せたいことをご応募ください。掲載料

の RIKOmaniaさんが作る料理を

は無料です。

食べながら、ワイワイ話しましょう。

●次号の「回覧板」スケジュール

●日時／10月18日（水）19時〜
●場所／原宿401（神宮前2-34-1-

401）

板を置いてもらえるお店・会社を募集
しています。
「うちに置いてもいいよ」
「隣近所くらいなら配ってあげる」とい
う方、ご連絡く
ださい。ご希望

9/18（月・祝）応募締切

のかたには下の

10/3（火） 発行予定

配布スタンドも
お渡しします。

イラストレーター、カメラマン募集

●参加費／2,000円

謝礼のお支払いはできませんが、そ

p8「神二検定」

れでもOKという方、プロ・アマ問わ

全問正解者の中から
抽選で10名を
無料ご招待 !

次号のお知らせ

「神宮前二丁目新聞」第11号は
（日）
に発行予定 !
12月10日

ずお待ちしています。

応募先
電話

03-3478-1774

メール

jin2shinbun@pot.co.jp

FAX

03-3402-5558

WEB

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

目指せ「公開編集会議スペシャル」無料参加券

イベント
告知

「神二検定」答え合わせは神二のお祭りで !
10月に神宮前二丁目で行われるお祭り「ピープルデザインストリート
vol.7」にて、p8 「神二検定」の正解発表を行います！
日時●2017年10月9日（月・祝）11:30〜15:30

表紙イラスト▶市村ゆり 制作協力▶認定 NPO 法人グッド・エイジング・エールズ

問い合わせ先 電話▶03-3478-1774

住所▶神宮前2-33-18 ビラ・セレーナ303号室
メールアドレス▶ jin2shinbun@pot.co.jp Web ▶ http://jin2news.net/

誌面に登場したお店・会社

ピープルデザイン
ストリート会場
紫金飯店
（p12）
セブンイレブン
原宿401
（p4）

Wahl & Case
（p12）

ポット出版
（編集部）

千原公園

irodori（p12）
Bar緑
（p12）
プチ・コーポ
大友
（p13）

FiGARO（p13）
美容室Ozaka
（p10）

渋谷神宮前
郵便局

外苑西通り

発行▶ポット出版

2017年 9月15日発行 8,000部 両面4C マットコート90kg

MAP

千駄谷小学校

通り
明治

場所●右図の「ピープルデザインストリート会場」

神宮前二丁目新聞 第 10号

検索

トップ→応募→誌面登場 & 制作協力への応募

100m

