神 宮 前 二 丁目 新 聞 回 覧 板
2017 年11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2018年1月31日
（水）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。

11/13（月）午前申込締切→15（水）18時〜受け渡し

11/23（木・祝）

栄養たっぷり !
秋・冬野菜セット販売します

真夏気分で飲み比べ !
ニュージーランドワイン

「真鍋流農園」真鍋さんより

「ことり食堂」中里さんより

午前まで、定数に達し次第締切／受け渡
し▶11/15（水）18〜20時、バー「ポピー
ズ」
（神宮前2-20-12）前にて➡❶
問い合わせ メール ▶manabestylefarm@
gmail.com（真鍋）

〜／住所▶神宮前2-3-28➡❸
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開催情報 日時▶12/7（木）
〜19時／住所▶神宮前2-18-19➡❺
問い合わせ 電話▶03-5772-8405（月〜金
17時まで）

11/30（木）
まで

12/13（水）〜15（金）11〜21時（最終日のみ20時）

割引券が当たるかも!?
2周年記念あみだくじ
目の美容院「Plus Lounge TOKYO」蓮見さんより

最大90%OFF !
冬小物サンプルセール
服飾雑貨ブランド「キャセリーニ」堂元さんより

今月、2周年を迎えた当店。11月中にご来
店のお客さま限定で、
「あみだくじ」を開
催します。当たりのかたは割引券、ハズ
レのかたにも参加賞をご用意してお待ち
しています。何が当たるかお楽しみに！
問い合わせ 住所▶神宮前2-32-1 2階➡❹
／電話▶03-6455-5886

ボージョレ・ヌーヴォー
試飲会イベントやります

12/7（木）、8（金）10〜19時

いよいよボージョレ・ヌーヴォーの解禁が
近づいてきました！ 「ウィルトスワイン」
主催の、ヌーヴォーだけでなく上のクラス
のワインもそろえた試飲会にぜひお越し
ください。約20種類のワインをお楽しみ
い た だ け ま す。 ま た、 試 飲 ワ イ ン は
10%OFFで購入可能（数量限定）
。
▶
日時
11/18（土）12〜15時
開催情報

ポット出版
（編集部）

真鍋流農園
野菜販売
ウィルトス
ワイン
1

電話▶03-3478-5332／Face
book▶「ことり食堂」
問い合わせ

11/18（土）12〜15時

ワインショップ「ウィルトスワイン神宮前」中尾さんより

セブン
イレブン

外苑西
通り

幻のピーチかぶ、ミズナ、カラシナ、カ
ラ フ ル 大 根 な ど の 秋・ 冬 野 菜 セ ッ ト
（2,000円）を、数量限定でご用意します。
ご希望のかたは11/13（月）午前までに
メールより事前申し込みください。受け渡
しは11/15（水）18〜20時、バー「ポピー
ズ」前にて。11/29（水）にはラーメン
「時田屋」前にて野菜の直売も行います。
販売情報 申し込み締切▶11/13（月）

フジタ・フォート

CUPSULE

り
明治通

寒さが深まる11月。
「南の島に行きたー
い」なんて思っている、そこのあなた！
ニュージーランドワインの飲み比べで南
国気分を味わいませんか? ワインに合う
おつまみや、ニュージーランド名物もご用
意します。ちなみに当日はことり食堂が
「真夏」になる予定。みなさまぜひ夏服で
お越しくださいっ。
開催情報 日時▶11/23（木・祝）12時

仙寿院

千駄谷小学校

ご近所さんに向けて
ヘアケア用品セール開催 !
「TAYA」本社 梁瀬
（やなせ）
さんより

レディースの服飾雑貨ブランドです。バッ
グ、手袋、ピアスなど、冬のお洒落を引
き立てるアイテムが最大90%OFF♡ ど
なたでもお越しいただけます。初日と2日
目は21時まで開催していますので、お仕
事帰りのかたもぜひお立ち寄りください。
開催情報 日時▶12/13（水）〜15（金）
11〜21時（最終日のみ20時）／住所▶神宮
前2-19-5➡❻
問い合わせ 電話▶03-5775-1196

／会場 ▶DESIGN小石川（文京区小石川
2-5-7 2階）／参加費▶事前予約2,000円、
当日参加2,500円
事前予約 「ウィルトスワイン神宮前」ま
で。メール ▶contact@virtus-wine.com／
電 話 ▶ 03-4405-8537 ／

住

所▶

神宮前

2-11-19➡❷／営業時間▶火〜土12時半
〜20時／定休日▶日・月

地域のかたにもっと「TAYA」の存在を
知ってもらいたいという思いから、初めて
のファミリーセールを企画しました。サロ
ンで使用しているシャンプー・トリートメ
ントを30〜40%OFFで販売するほか、ヘ
アアイロンなども割引価格で販売します。
ぜひ足をお運びください！

事務・受付スタッフ急募 !
育児中のママも歓迎です
PR会社「ストリームズ ジャパン」青山さんより

プレスルームの事務、受付をしてくれる
パートスタッフを探しています。自由に
働けるのが特長で、ご近所であれば在宅
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

のお仕事と両立もOK。仕事に支障がな

や、ビデオレターでのプロポーズ（スタッ

ければお子さま同伴でも大丈夫です。

フも雰囲気づくりを全力でサポートしま

募集要項

条件▶ワード、エクセル、パ

す）など、用途はお客さまの自由。神二

ワーポイントなどを扱えるかた／募集人数

のかたにも気軽にご利用頂きたいと思っ

▶1名／勤務時間▶11〜17時、週3日程度

ています。詳細と予約はWebサイトから。

／時給▶1,000円〜／作業内容▶資料・契
約書などの書類作成、来客・電話・メー
ル対応、郵便物の仕分け、ファイリング、
データ集計、サンプル管理
問い合わせ メ ー ル ▶ kana@streams-pr.

11月中にポット出版（神宮前
2-33-18 ビラ・セレーナ➡ 11 ）まで引き
条件

com（青山）／住所▶神宮前2-16-18➡❼
／電話▶03-6459-2780

静岡のソウルフード
「回覧板」持参で割引き!

問い合わせ

住所 ▶ 神宮前2-27-3➡❾／

WEB▶http://capsule-theater.jp/

取りに来られるかた。夜間・休日も可（台
車貸します）
。
問い合わせ 神宮前二丁目新聞Webサイト
「応募」→「回覧板への応募」へご連絡く
ださい

創作ダイニング「移民の歌」望月さんより

静岡県のソウルフード「黒はんぺんのフ
ライ」
。マスターの田舎から直送されてい
る当店の名物です。この「回覧板11月号」
をお持ちいただいたお客様限定で、100
円引きに! 通常700円のところを600円
でご提供いたします。

以前カメレオンを飼っていたときに使って
いたものですが、カブト虫などの飼育に
も使えると思います。大きさは、幅45cm、
高さ60cm、奥行
き 45cm。 温 度
計と、ケースに設
置できるライト2
つも一緒にお譲
りします。お引
き取りに来られ
るかた、ご連絡く
ださい。
問い合わせ 電話▶090-3086-8781／住所

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

無印良品のたんす3点・
移動式ベッド1点譲ります

神宮前二丁目新聞からの募集

1/14（日） 掲載無料
1/31（水）

「回覧板」への
掲載希望は
こちらまで

電話
FAX

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
こしてもらえる人も探しています。

03-3478-1774
03-3402-5558

住所 ● 神宮前2-33-18 ビラ・セレーナ303号室

リートメント後、髪がまとまりツヤも出ました！

トリートメントのみは7,000
料金
円〜。カットなど、その他のメニューと
合わせての施術の場合は、メニュー料金
プラス4,500円〜。
問い合わせ 住所▶神宮前2-14-10➡ 12 ／
営 業時間▶11時〜／定休日▶ 火／電話▶
03-5775-2322

「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！

メール
WEB

電話 ● 03-3478-1774

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。

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11月号 2017年11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

back

［編集部上野の感想］クセ毛で悩んでいましたが、ト

自宅リフォームのため使わなくなったたん
す3点と、移動式マッサージ用ベッドを無
料でお譲りします。大きさなどの詳細は、
神宮前二丁目新聞Webサイト「バックナ
ンバー」→「回覧板2017年11月号」へ。

神二にある、120インチのスクリーンを備
えたレンタルミニシアターです。映画制
作会社のかたはもちろん、個人のかたの
利用も歓迎。お気に入りの映画の上映会

応募締切

side

神二在住・沢辺さんより

レンタルシアター「CUPSULE」金森さんより

発行予定日

髪の内部から痛みを修復し、髪を健康な
状態に近づけていく、髪質改善トリートメ
ントを始めました。
「クセ毛でゴワゴワ」
「髪がペッタリしてボリュームが出ない」
「加齢・出産による髪の痩せが気になる」
など、いろいろなお悩みを解決します。

▶神宮前2-20-10（フジタ・フォート）➡ 10

鑑賞会やプロポーズにも!?
レンタルシアターご利用を

2018年1月発行「回覧板」への掲載

美容室「CURE」芦澤さんより

神二在住・藤田さんより

問い合わせ 住所▶神宮前2-31-7 地下1階
➡❽／営業時間▶11時半〜16時（ランチ）
、

「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。

ゴワゴワ髪もペッタリ髪も
内側から健康に

飼育ケース
ほしいかた譲ります

FAX ● 03-3402-5558

WEB ● http://jin2news.net

