
神 宮 前 二丁目新聞 回 覧板
2017年 10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11月10日（金）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。
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神宮前二丁目新聞 検索
トップ→応募→「回覧板」への応募

WEBサイトに応募フォームを設けています電話  03-3478-1774
FAX  03-3402-5558

メール  jin2shinbun@pot.co.jp　
WEB  http：//jin2news.net

「回覧板」への
掲載希望は
こちらまで

られてきた自己啓発法を、ぜひ神二の皆
さんのお役に立てたいと思っています。企
業のかたも、社員育成の場としてぜひご
利用ください。
  日時▶11/1水（第1回目）8時
半～9時半（お時間があるかたは10時半ま
で）／会場▶NEURO TOKYO（神宮前
2-13-2 2階）➡❹／参加費▶1,000円（オ
リジナル目標達成カード付き）前日までに
要予約
  メール▶ info@coachthevisi
on.com（ご案内の詳細をお送りします）

ゆっくりお客様と向き合う
洋食屋を目指してます
「Bistro Coco（ビストロ ココ）」小野さんより

9月あたまに、神二の路地裏に洋食ダイニ
ングをオープンしました。神二の人に親
しまれるお店、お客さんにワガママを言っ
てもらえるお店になることが目標です。
「この食材がちょっと苦手です」「他のも
のに変えられない？」など、遠慮なく言っ
てください。一生懸命考えます。写真は
ワンプレートランチ（1,000円）です。

  住所▶神宮前2-20-5➡❺／
営業時間▶月～金11時半～14時半、17時
半～22時半　土11時半～14時半／定休
日▶日／電話▶03-6447-5285

開催情報

予約

問い合わせ

10/15（日）まで

大切な革小物
特別価格で修理します
革小物販売「REGALO」橋本さんより

「お気に入りのバッグだったけど、持ち手
や内側がボロボロになってしまった」「ラ
ンドセルを財布やスマホケースにリメイク
したい」というかた、100人の革職人たち
があなたの思い出をよみがえらせます！　
10/15（日）まではお得なキャンペーン期
間中。革小物修理は20%OFF、ランドセ
ルのリメイクは10%OFFでお受けします。
  住所▶神宮前2-18-7➡❸／営
業時間▶11～19時／定休日▶不定休／電
話▶03-5770-5253

11/1（水）

毎月1日の朝会で
あなたの目標応援します
「Coach the vision」ブレイクスルーコーチ井上さんより

今年も気づけば残り3カ月。「やりたいこ
とがあったのに、達成できないまま一年
が終わる…」というかた、まだ遅くありま
せん！　毎月1日、神二のレンタルスペー
ス「NEURO TOKYO」にて目標達成を応
援する朝会を開催します。これまで「日
経Woman」「あさイチ」などでも取り上げ

問い合わせ
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10/15（日）　※参加応募は10/7（土）まで

今年は狙うぞ! 単独優勝
ヒーローはキミだ!?
「千駄ヶ谷二丁目町内会」より

9つの町会がガチでバトルを繰り広げる、
千駄ヶ谷大運動会。神宮前二丁目が所属
する「千駄ヶ谷二丁目地区」は、昨年同
率1位で優勝を飾りました。今年はあなた
の参戦でさらに最強の布陣へ。そして目
指せ単独優勝！　神宮前二丁目に在住、
勤務している人なら誰でも参加OK。種目
はリレー（小1～大人）、くす玉割り（幼
児・敬老）、玉入れ（60歳以上）など。
  日時▶10/15（日）9時、現地
集合／会場▶千駄谷小学校（千駄ヶ谷2-4-
1）➡❷／持ち物▶なし。動きやすい服装
で来てください。参加者には弁当を配布
  10/7（土）までに神宮前二丁
目新聞「回覧板」応募フォームへご連絡
ください。

開催情報

参加応募

朝ヨガ
神二新聞
公開編集会議

神宮前二丁目商和会が総力を挙げる秋祭
り！　商店街の道路を歩行者に解放して、
50mタイムトライアルやらくがき大会など
体験型のイベントを開きます。神二商和会
加盟店が屋台で販売するフードメニューも
お楽しみに！
  メール▶harajyuku-j2@ac.wak
wak.com（イベント実行委員長・佐藤正記）
問い合わせ

  
10月9日（月・祝）11時半～15時半
  
神宮前二丁目商店街➡❶

日時

場所
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じん
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に
の商店街に集まれ！

神二のお祭り
ピープルデザインストリートvol.7
10/9（月・祝）開催!
「神宮前二丁目商和会」より

子どもたちに人気の
工作コーナーもあるよ!工作コーナーもあるよ!
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神宮前二丁目新聞からの募集 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!

（3,500円）をご用意しています。
   住所▶神宮前2-10-1➡❽／
営業時間▶10～19時／定休日▶なし／電
話 ▶ 03-5848-3400 ／ WEB ▶ http://
www.pet-spa.co.jp/

写真はパック中の様子。緑色は、カシア・
ニームなどのハーブの成分。

10/21（土）はキラー通り商店街のお祭り
「青山キラー通り商店街」福里さんより
青山三丁目交差点～熊野神社までの道を開放した
お祭り「キラフェス2017」を今年も開催します。ハ
ロウィンファッションコンテスト、スタンプラリー、
抽選会などのイベントが盛りだくさん。
［開催情報］日時▶10/21（土）11～16時／会場▶青
山キラー通り商店街　雨天一部決行／WEB▶http://
www.kilakila.info

10/28（土）・29（日）は日本酒と食のイベント
日本食文化のPR会社「彩食絢美」手島さんより
鳩森八幡神社境内にて、おちょこ片手に各地域の
日本酒・名産品を食べ歩くイベント「千駄ヶ谷Nip
pon食祭市」を開催します。開催日の10/28（土）
は2020年東京オリンピック・パラリンピックの
1000日前。千駄ヶ谷から日本の魅力を発信します。
［開催情報］日時▶10/28（土）11～20時、29（日）
10～19時／会場▶鳩森八幡神社境内（千駄ヶ谷1-1-
24）雨天決行・大雨中止

千駄ヶ谷へ引っ越しましたが今後もよろしく!
「和田幸也事務所」和田さんより
TVやWEBの広告映像の企画・演出をしている事務
所です。結婚して新居に移るにあたり、慣れ親しん
だ神二を離れることになってしまいました。寂しい
ですが、お隣の千駄ヶ谷で頑張ります!　何かお力
になれることがあったらお声がけください。
［問い合わせ］WEB▶http://www.dtn18.com

問い合わせ

神宮前二丁目周辺エリアのお知らせ

児保育・0～2歳のみ）。
  0歳児…35,900円、1・2歳児
…35,700円（いずれも月20日ご利用の場
合。延長保育を除く）／一時預かり…1時
間864円（延長保育を除く）
  住所▶神宮前2-11-4➡❼／開
所時間▶7～18時（18～22時は延長保育）
／電話▶03-6447-5098／WEB▶http://
kids-land.net/jinguu.html

忙しい毎日のリセットに
ゆる～く朝ヨガしませんか?
ヨガインストラクター Minatoさんより

神二が好きで暮らし始めて半年。神二の
レンタルスペース「NEURO TOKYO」の
オーナーとの出会いがきっかけで、神二
で朝ヨガを始めることになりました。イン
ストラクターは5人。それぞれ違うスタイ
ルのヨガを提案しているので、自分に合っ
たものを見つけてもらえたら嬉しいです。
入会費・事前連絡不要。「今日、行ってみ
ようかな」と思った時にふらっといらして
くださいね。
  日時▶月～金7～8時／会場▶
NEURO TOKYO（神宮前2-13-2 2階）➡
❹／参加費▶1時間1,500円（ヨガマット
レンタルの場合は+100円）
 メール▶asayoga.at.neuro@
gmail.com

季節の変わり目は愛犬も
ダメージ補修&保湿ケア
ペットサロン「PET-SPA青山神宮前店」岩宗さんより

ワンちゃんたちも夏の紫外線で毛や皮膚
にダメージを受けています。また、季節の
変わり目は皮膚が敏感になるため、保湿
がとても大事。トリミングのオプションと
して100%オーガニックハーブパック

料金

問い合わせ

開催情報

問い合わせ問い合わせ

日頃の疲れを癒やしたい?
だったら「はり」デビュー!
はり灸院「阪口治療院」阪口さんより

神二育ち・千駄谷小
学校出身のはり灸
師です。10年の修
行を経て、神二に治
療院をオープンしま
した。通常のサイズ
より短く細いはりを
使っているので、「は
りって痛いの？」「で

もちょっと気になる」というかたのはりデ
ビューにもおすすめ。ぜひ一度試しにい
らしてください。
  住所▶神宮前2-4-20➡❻／
営業時間▶月～金10～13時、16～19時　
土10～15時／定休日▶日・祝／電話▶
080-9808-2440
  はり灸コース▶50分4,000円
／マッサージ・整体コース▶50分6,000円
／初回診療のみいずれも+500円

働くママの味方です
入園・一時預かり受付中
託児・保育施設「KIDS LAND神宮前」鈴木さんより

9月に神二にオープンした託児・保育施設
です。大切なお子さまを最新の設備、環
境、セキュリティーでお預かりいたします。
現在入園児募集中です（定員12名、乳幼

問い合わせ

料金

神宮前二丁目新聞第10号に掲載し
た神二マニア度をはかる「神二検定」
の正解を、10/9（月・祝）のピー
プルデザインストリート会場で発表!　
地元民も頭をひねる「神二検定」に
ぜひ挑戦を。受検は右の
QRコードから。
●会場：神宮前二丁目商店街
➡本紙表面地図❶

神二マニア度をはかる
「神二検定」の正解を発表 !

おいしいごはんを食べながら
神二新聞の企画を考えよう !
ご近所さんと一緒に神二新聞の
企画を考える「公開編集会議」
のスペシャルバージョン!　“神
二の遊び場”原宿401オーナー
のRIKOmaniaさんが作るおい
しい糖質オフごはんを囲みなが
ら、ワイワイ話しましょう。
●参加費：2,000円　●会場：原宿401
（神宮前2-34-1-401）➡本紙表面地図❾

「神二検定」
全問正解者の
中から
抽選で10名を
無料ご招待！

▲RIKOmaniaさんが
神二新聞10号を祝っ
て作ってくれた「10の
ゆで卵」

10/9（月・祝）  ピープルデザインストリート 10/18（水）  公開編集会議スペシャル@原宿401 次号の「回覧板」掲載希望
応募締切  10/27（金）
発行  11/10（金）掲載無料

恋のお悩み、募集中
パートナーとの悩み、片思いの悩
みなど、恋愛に関するお悩みに
神二の恋愛賢者が応えます。年
齢、ペンネーム、お悩みを以下
の神二新聞WEBサイトへお送り
ください。


