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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
フリーマガジンです。

ポット出版

お弁当マップつき 詳細は P3-6へ

会社の裏に、楽器好き・演奏好きが集う
喫茶店があった。

神宮前二丁目のウワサ

喫茶ベラミ

ベラミナイト

取材・文＝松村小悠夏

「おい松村、 ベラミナイト を取材するぞ」

後日。あらためて店を訪れ、カウンターで

と社長が言った。会社の裏にある喫茶店 ベ

煙草をふかすママに「ベラミナイトって、何
なんですか ?」と聞いてみた。始まりは10年
ほど前。ドラマーだったマスターが、お店で
ひっそり演奏したことがきっかけだという。
その後、お隣・紫金飯店の寺沢さんが中心と
なり、誰でも参加 OK という形に繋げてきた。

ラミ で行われている音楽イベントだそうだ。
土曜の夜8時、店の前に立つと、ギターの音

BELAMI Night

が漏れ聴こえてきた。演奏者は、サラリーマ
ンや飲食店の店員が集まったおやじバンド
だったり、夫婦だったり。最初はグループご
との演奏が行われていたが、突如、黒いハッ
トを被ったおじさんが演奏者を適当に引き抜
いて、「A のスリーコードでシャッフル」と
呪文を唱えた。即興でブルースのセッション
が始まる。おじさんが歌い始めたのは、なん
と童謡「サッちゃん」
。重量感ある歌声に、
店内の熱もぐっと上がった気がした。

ベラミナイトは「2カ月に一度の憂さ晴ら
し」だと語る寺沢さん。だから、無理はしな
いのが鉄則だ。チケットのノルマも無い。ド
タキャン OK。知らない人同士が、ジャンル
にとらわれず演奏する。「当日まで誰が来る
か、何を演るかも分かんない。ある意味、本
当のライブハウスなんじゃないかな」。

SHOP D ATA

喫茶ベラミ
営業時間▶11:00〜18:00／20:00〜25:00
定休日▶日曜・祝日

住所▶神宮前2-35-9

LUNCH MENU（18:00まで）▶

1F

電話番号▶03-3404-1371
※開催情報は Facebook で「ベラミナイト」と検索を
※参加料は ¥1,000（ソフトドリンクのみ）
、
。飲み放題
¥2,000（アルコールあり）

1

写真（上）＝小泉賢一郎

オムライス ¥800（写真）／
ポークジンジャー定食
¥800／豚トロ丼 ¥800／
本日の日替わりランチ
（価格はメニューによる）
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仙寿院

火／LUNCHMAN
水／中国家庭料理 蓮
6 木／PINOS
7 金／Dudes 2511
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irodori
キッチンカーB
月／ドラゴン屋台
火／kitchen Crescent
30 水／日和亭
31 木／沖縄屋台
33 金／BUNGOS KITCHEN

ミニストップ

29

おけいすし

9

紫金飯店 原宿店

27

通り
明治

3

お肉がぎゅっと
つまった
食べごたえある
ハンバーグ

Famiglia
13

キッチンカーC
月／ Create
33 火／ BUNGOS KITCHEN
24 水／ MILLAN
10 木／ OTTI ／ cocorotus
11 金／笑い聡
32

cafe t.shizen

東洋食堂 百

公園

超ボリューム満点
中華弁当

Xiang ni café

ジャガー青山

公園

28
20
26

キッチンカーD
アジアンランチ

KAKA'AKO

ユナイテッド
アローズ
サンクス

12

LA TREZ

TO THE HERBS外苑店

17

粥麺楽屋 喜々

18

渋谷神宮前郵便局
オリンピア
眼科病院

神宮前2-35-9
曜日・時間▶月〜土11:00〜15:30
MENU▶玉子炒飯 ¥900／豚のス
タミナ焼肉丼 ¥950

25

SANGUCHERIA KHUCHI

神宮前2-31-1
曜日・時間▶月〜土11:30〜15:00
MENU▶ランチセッ
トのみ可能（ご
飯とお か ず の
み）／キクラゲ
と玉 子 の 肉 野
菜炒め ¥850

チキングリルは
12時台で
売り切れることも

ペルーの
サンドイッチが3種。
黄色い壁が目印

キッチンカーA

／木

時間▶11:00〜14:00

MENU▶ハーブ & ペッパーチキン
¥680／ビーフステーキ・シャリア
ピンソース ¥880

「神宮前二 丁目新 聞を見まし
た」と伝えると全品 ¥50引き!

7▶ Dudes 2511
キッチンカーA

／金

時間▶11:30〜14:00

MENU▶ BBQ チキンジャンバラヤ
¥650 ／ステーキジャンバラヤ
¥700

8▶ドラゴン屋台
3▶東洋食堂 百

神宮前2-19-13 B1F
曜日・時間▶月〜金11:30〜15:00
MENU▶ベジタブルビビンバ ¥700
／デジプルコギ丼 ¥800

神宮前2-15-15 1F
曜日・時間▶月〜金11:30〜15:15
MENU▶デミグラスバーグ ¥650／
マッシュソースチキン ¥650（全
品大盛＋ ¥100）

5▶中国家庭料理 蓮
神宮前三丁目

6▶ PINOS

2▶ Xiang ni café

4▶ Café Flattie

2

BOOKS BUNNY

3 文＝上野絵美

16 ことり食堂

Café Flattie

セブンイレブン

8

火曜のみ
ドーナッツ ¥300
販売中

霞ヶ丘団地

4

編集部イチのくいしんぼう。
デスクにはお菓子を常備。

1▶紫金飯店 原宿店

22

14 うさぎおうどん

デイリーヤマザキ

CURRY UP®

山田

ヘンドリクス

ricocurry

※価格、営業時間などは編集部調べです（2015年7月21日現在）
※営業時間はランチタイムの時間のみ記載しています
※店舗によってはメニューの一部を記載しています

1

キッチンカーA

全品 ¥ 50引き!

編集部員もときどきお世話になっている、神二のテイクアウト OK なお店たち。
編集部がセレクトしたお弁当で、午後の仕事も乗り切ってください。

おなかいっぱい
がっつり食べたい

ビクター青山ビル

「神宮前二丁目新聞を
見ました」と伝えると

外苑西通り

今日のお昼はどこで買う ?
神宮前二丁目お弁当マップ

／水
時間▶11:30〜14:00
MENU▶ 中 華 三 種かけごはん
¥650／中華三種 BOX ¥700
キッチンカーA

キッチンカーB

／月

時間▶11:30〜14:30

MENU▶ビビンバ（温泉玉子入
り）¥670／2種盛り豚プルコギ
& チャプチェ¥670

9▶ kitchen Crescent
キッチンカーB

／火

時間▶11:00〜14:30

MENU▶デミグラス
ソースのオムライ
ス、タンドリーチキ
ントッピング ¥650

10▶ OTTI ／ cocorotus
キッチンカーC

／木

時間▶11:30〜14:30

MENU▶ BUTAメシ ¥650 ／グリー
ンカレー ¥650／ドライカレー ¥650

4

11▶笑い聡

／金
時間▶11:30〜14:00
MENU▶ 魯肉飯 ¥700 ／具だくさ
ん 炒 飯 ¥650 ／ ねぎ 塩 チャー
シュー丼 ¥700／杏仁豆腐 ¥250
キッチンカーC

15▶ irodori

神宮前2-14-17 1F
曜日・時間▶月〜日11:30〜15:30
MENU▶カオマンガイ¥880／日替
わり（汁物以外・平日のみ）

¥880

上野

野菜好き。最近の昼食の定
番は、キャベツ千切り200g。

12 ▶ LA TREZ

神宮前2-18-11
曜日・時間▶ 月〜 土 12:00 〜 15:00
（第三土曜は休み）
MENU▶おかず三種＆ごはん ¥700

神宮前2-3-28
曜日・時間▶月〜金12:00〜売切次
第
MENU▶ 日 替 わりラン チ ¥700
（Facebook にてメニュー公開）

14 ▶うさぎおうどん

神宮前2-23-4
曜日・時間▶月〜金11:30〜15:00
MENU▶日替わりランチセッ
ト（お
むすび付き）¥780
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21▶ ricocurry

神宮前2-23-4
曜日・時間▶月〜金12:00〜14:30
MENU▶日替わりメニュー ¥650／
ダブルがけ（ルー2種類）¥700

17▶粥麺楽屋 喜々

神宮前2-6-6
曜日・時間▶月〜土11:30〜15:00
MENU▶すべてのお粥と麺が可能
（お粥は普通盛りのみ、麺は普
通 盛り・大 盛りまで）
。 鶏粥
¥840／チキンライス ¥880

13 ▶ cafe t.shizen

神宮前2-19-2
曜日・時間▶月〜金11:30〜17:00
※お弁当要予約
MENU▶ 銀鮭の西京焼き ¥1,100
／特製上豚ロース ¥1,200 ／ス
ペシャルランチ ¥1,100

神宮前2-31-8
曜日・時間▶月〜金12:00〜15:00
MENU▶ 野 菜たっぷりスープカ
レー ¥1,000／チリコンカンライス

¥1,000

16 ▶ことり食堂

あっさりした
ものが食べたい

20▶ BOOKS BUNNY

とにかく
カレーが食べたい
和田

一時期、週3で「アジアンラ
ンチ」に行っていたカレー好き。

18▶アジアンランチ
キッチンカーD

／月〜金

時間▶11:30〜14:15

MENU▶3品ぶっかけごはん ¥650
／アジアンランチボックス ¥700

19▶ CURRY UP®

神宮前2-35-9-105
曜日・時間▶ 月〜 土 11:30 〜 20:30
（日曜19:30まで）
MENU▶ バターチキンカレー S
¥800、M ¥1,000、L 1,200

いつもと違う
ものが食べたい
松村

普段は昨夜の残り物を詰めた
弁当を持参。

25▶ SANGUCHERIA KHUCHI

神宮前2-17-6
曜日・時間▶ 月〜 土 11:45 〜 15:00
（月に一度月曜不定休）
MENU▶ パン・コン・チチャロン
（ジューシーな豚肉のサンドイッ
チ）¥1,000／パン・コン・ポヨ
（スパイシーなチキンのサンドイッ
チ）¥900。すべてキヌア入りサ
ラダ付き

26▶ KAKA'AKO
22▶ヘンドリクス

神宮前2-13-2 1Ｆ
曜日・時間▶月〜土11:30〜14:30
MENU▶チキンカレー ¥870 ／野
菜カレー ¥870（ライス・ナン・
ライス & ナンから選べる）

23▶ LUNCHMAN
キッチンカーA

／火

時間▶11:30〜14:30

MENU▶ 肉 魂 丼 ¥800 ／レッドカ
レー&chickenコンボ ¥700（12
時までに 来 店 で 全メニュー
¥500）

24▶ MILLAN

／水
時間▶11:30〜14:00
MENU▶カレー1 種 ¥840、カレー
2 種 1,050。 マサラチキン／海
老のカシューナッツカレー
キッチンカーC

神宮前2-18-15
曜日・時間▶ 月 〜 日 11:00 〜 15:00
（一部メニュー17:00まで）
MENU▶ロコモコプレート¥950／
ガーリックシュリンププレート¥1,200

27 ▶ Famiglia

神宮前2-19-15 2F
曜日・時間▶火〜日15:00〜22:00
※要電話予約

MENU▶ピザのみ全メニュー可能。
有 機 野 菜 + アンチョビ +トマト
ソース ¥1,200 ／クアトロフォル
マッジョ¥1,300

28 ▶ TO THE HERBS 外苑店

神宮前2-6-1
曜日・時間▶月〜日11:30〜22:30
MENU▶ピザのみ全メニュー可能。
4種のきのことアンチョビソース
ハーフ ¥830、レギュラー ¥1,160
／モッツァレラチーズとフレッシュ
バジルのマルゲリータ¥1,240（レ
ギュラーのみ）

31▶沖縄屋台

キッチンカーB

／木

時間▶11:30〜14:00

MENU▶タコライス ¥630／スパム

丼 ¥650

32▶ Create

キッチンカーC

／月

時間▶11:00〜14:30

MENU▶パエリア（海鮮ミックス

／ベーコン & チョリソー）並盛
り¥650、大盛り¥750、半ライ
ス ¥500

29 ▶おけいすし

神宮前2-3-26
曜日・時間▶火〜金11:00〜14:00
MENU▶ にぎりずし1 人前 ¥3,500
／太巻き（大）¥6,000

30▶日和亭

キッチンカーB

33▶ BUNGOS KITCHEN

／火
／金
時間▶11:30〜15:00
MENU▶オリジナルタコライス¥600
（L ¥750）／タコライスダブル
¥700（L ¥850）
キッチンカーC

キッチンカーB

／水

時間▶11:30〜14:30

MENU▶カルボナーラライス
（温泉
玉子付き）¥690／香草チキンの
ジェノベーゼバジルライス ¥690

神二のランチ通・ロータス治療院の
小袋さんが好きなお弁当は ?
神宮前周辺のランチ & お弁当情報をブログで紹介している小
袋さん。
「外食好きで自称大食い」には見えない、スリムな女
性です。その秘訣を聞きたいのをぐっとこらえ、神二でお気
に入りのお弁当屋さんを聞いてみました。
「ricocurry（21）
のチキンカレーが好きです。辛すぎず、やさしい味わいですよ。
。
あとは MILLAN（24）もおすすめ !」

小袋涼子さん

マッサージ、はり・きゅうなどを行うロータス
治療院勤務。好きな食べ物は餃子と冷やし中華。

ブログ「原宿 神宮前でごちそうさま」

http://ameblo.jp/koburogulotus/
ロータス治療院
神宮前2-31-17 2F
http://www.massagelotus.net/
電話番号▶03-6662-6577
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神二で出前を続けてウン十年。
街の人気者をドラァグクイーンに変身させてみた。
取材・文＝中田賢吾

変身後

街の人に、普段絶対にやらないような仮装

もらうのだ。主にゲイの人がイベントやパー

をして誌面に登場してもらったら面白いん

ティーなどのハレの舞台で行うパフォーマン

じゃないか。そう考えたとき、ある人の姿が
浮かんだ。神二周辺で一日40軒もの出前をこ

スとして、絶大な人気を博しているドラァグ
クイーン。寺沢さんはストレート（異性愛
者）だが、今回はいろんな人がまぜこぜに集
まるまち、神二の代表として、あえて普段体
験することができないセクシュアル・マイノ
リティの文化の一部を肌で体感してもらった。
ずらっと並んだメイク道具を前に、最初は
緊張していた寺沢さんも、最後はノリノリで
撮影に臨んでくれた。体験した感想を聞くと
「最初は何でこんなことしなきゃいけないん
だろうって思ったけど、やってみたら楽し
かったよ。今まで縁がなかった人たちだけど
親近感が湧いたよ」とのこと。

なす中華料理店の人気者、寺沢良行さん。街
をバイクで走り回る彼の姿を見かけたことの
ある読者も多いのでは !? 程よく焼けた身体
と男らしい無骨な顔立ち、そんな風貌とはう
らはらに、ご本人はとっても気さくでパワフ
ル ! そうだ、女装してもらったらどうだろ
う ? ダメもとで出演依頼をしたところ、
「い
いよ」とあっさり快諾してくれた。
実は女装といってもただの女装ではない。
編集部が総力を上げて集めたプロ集団によっ
て、本格的なドラァグクイーンへと変身して

神宮前二丁目の人

紫金飯店

寺沢良行さん

ドラァグクイーンとは !?

SHOP D ATA

紫金飯店
営業時間▶11:00〜15:30／17:30〜

22:00（土は20:00まで）
定休日▶日曜・祝日
住所▶神宮前2-35-9

Yoshiyuki Terasawa
7

変身前
衣装提供＝エスムラルダ 写真＝ toboji ヘアメイク＝ TAKEA

1F

電話番号▶03-3404-7785

MENU▶冷やし担々麺 ¥750など

奇抜なファッションとメイクで女装した男性パフォーマーの
こと。裾をひきずる＝ drag が語源という説も。LGBT（レズ
ビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの頭
文字）などのセクシュアル・マイノリティは「身体の性」
「心
の性」
「好きになる性」の組み合わせによって定義されるが、
これらの枠組みではくくりきれない、いわば第四の性「ア
ピールする性」としてドラァグクイーンなどの異性装（トラ
ンスベスタイト／クロスドレッサー）がある。
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読者のみ

なさま、ありが とうご ざ います

2015年3月に発行した「神宮前二丁目新聞」創刊号。
作ったはいいけれど、反応があるかドキドキしていたところ、
思いのほかさまざまな反響をいただき、編集部一同喜んでおります !
このページでは、編集部に連絡してくださった方々をご紹介。
みなさま、ありがとうございました !

製品のこだわりを分かってくれると思い
神宮前二丁目に仲間入りしました
コサイン青山（木の生活道具）
／神宮前2-5-4 SEIZAN 外苑101
北海道・旭川に工房を持つ「コサイン」の初めての
直営店で、2014年10月にオープン。コースターから椅
子や机まで、小物も大きめの生活道具もあり、木を大
切に使いきる工夫をしながら作られています。

木は、数種類の中から選べます

「原宿バール」時代から馴染みのある
この土地を 自分の家 に選びました

サラダ・メイン・紅茶のランチ
セットは¥900〜。

Famiglia（イタリア料理）／神宮前2-19-15 2F

私のペットも動物コーナーに載せてほしい !
大橋眞美さん
創刊号に登場してくれた、チィたろうくんの飼い主・別
所さんのご友人。 大橋さん宅のペットがどんな子かは
…近々取材に伺う予定 !

真っ暗闇のエンターテインメント
ぜひご体験にいらしてください！
ダイアログ・イン・ザ・ダーク／神宮前2-8-2 B1F
完全に光が遮断された真っ暗闇の中を、視覚障害者
のアテンドスタッフに案内されて探検する、ドイツ生ま
れのエンターテインメント。取材した暁には、真っ黒な
ページの入る号が出来上がったりして…!?

http://www.dialoginthedark.com/
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うちも神宮前で
イベントを企画してるんです
三修社／神宮前2-2-22 B1F

店名には「自宅に招くような気持ちでお客さんを迎えた
い」という思いを込めています。代表の眞邉さんは、
同じく神二にある「原宿バール」の元シェフ。素材へ
のこだわりが自慢で、屋久島まで足を運ぶことも。

大学用の教科書・語学書の出版社さん。「社内で配
りたいので、創刊号50部ください !」と連絡を受け、
持参すると、なんとその場で社員さんに配布してくれま
した。語学のイベントをいろいろ企画してるみたいです。

ハンガリー政府公認のレストランが
神宮前二丁目にあるって知ってますか ?
AZ Finom（ハンガリー料理）／神宮前2-19-5 B1F

神宮前二丁目のお弁当情報を
教えてください
Tさん
二丁目の会社で働くTさん。「神二のお弁当情報が知
りたい」との声に動かされ、今回のお弁当特集が実
現しました。 Tさん、読んでくれていますか〜 ?

コンクールで最優秀賞・金賞に輝いたオリーブオイルも購入可

オーナーの東さんは、生まれも育ちも神宮前二丁目。
ハンガリー政府から依頼され、2001 年にレストランを
オープン。 2007年に神宮前に移転し、「AZ Finom」
を開店しました。シェフもハンガリーから迎えている、日
本で唯一本場の味が楽しめるレストラン。

「神宮前三丁目ですけど、載せてもらえます ?」 トレイン 窪田真理さん 神宮前3-25-15 4F

お問い合わせありがとうございます。でも…ごめんなさいっ、二丁目限定なんです。女優ミラー、マカロンストラップ、レッグウェアなど、ファッ
ション雑貨の企画・販売会社さん。 9／（
7 月）〜 12（土）にファミリーセールをするので是非！とのこと。
取材・文＝松村小悠夏
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e 2 c h o m e De s i g n P r o j e
J i nguma
ct

インプロジェクト、動いてます
ザ
デ
# 002
!
神二
［

島▶

神▶

いですよ、かわいいフリして。

がハンパないので、手作業は

島田さん、宮やっこも手が早

減らしたいかも…。

いので気をつけてくださいね

のはどう? Have a nice day!

（笑）
。あと、水色ストライプ

「ではまた !」という気軽な挨

ですよね…ということで、
クリーニングシマダらしさを

島▶

クライアント

プランナー

神やっこ

島田一弘さん

宮やっこ

神▶

拶をもじって。
神▶

いいんじゃん ? それ。

デザインした、これ。シマシ

んですよ。グローバルな感

島▶

誰にもでわかる英語で、しか

マの手描きのアライグマが、

じってどうしましょうか。

丁寧にアイロンかけてます。

Thank you very much とか
加えます ?
芸がない !（笑）ちなみに、ど
んな気持ちで手渡しします ?

宮▶

決まり ! ねぇさん、では、最

できあがりのカードは、ぜひ、

キレイになった服で心地よく、

お店にて確認してみてください !

島▶

いいですね ! 本当に仕事の
宮▶

実際のアライグマ、洗濯して
るわけでなく、水に前足突っ
込んで獲物を捕まえてるらし

2020 年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、
神二のグローバル & ウェルカムなローカルタウン化を目指すプロジェクト。
クリエイティブユニット「神二姉妹」と創業65 年の神二のお店、
「クリーニングシマダ」のデザイン打ち合わせの模様をご紹介 !

Have a clean day! っていう

すごい偶然。水色、よく使う

丁寧さが自慢なんです。
デザイナー

たら嬉しいですね。
宮▶

にして清潔さも表現したいな。

ベースはシンプルにしつつ、

心地よさをデザインと言葉にする］

ボクたち神二姉妹が
「クリーニングシマダ」を
プロデュース !

なるほど ! でも、洗濯物の数

島▶

もクリーニング屋さんらしいし。
終デザインをおねがいします !

清々しい時間を過ごしてくれ
クリーニングシマダ
営業時間▶8:30〜19:00（水曜のみ21:00まで営業）
定休日▶日曜・祝日

住所▶神宮前2-13-6

電話番号▶03-3401-5902

PROFILE

神二姉妹
どんなことが人の心を動かしたり、
人の記憶に残ったりするのかを毎
日あれこれ考えている、広告会社
勤務のデザイナー・神やっことプ
ランナー・宮やっこ。この街のご
近所さん同士で、旅好き・美味し
いもの好き・男好きという共通点
のもと、クリエイティブユニット「神
二姉妹」を結成しました。恋人同
士でもなければ、血も繋がってない、
叶姉妹みたいなもんです（笑）
。
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文＝宮やっこ、写真＝小泉賢一郎

宮やっこ▶島田さん、お久しぶりで

神▶

例えば、この蝶ネクタイ型の

す ! 神二新聞の反響、如何

小さなカード。受け取った時、

ですか ?

ちょっと微笑んじゃうような。

島田さん▶スゴイんですよ。新聞見て

島▶

初めてお越し頂いた方もいて !

ツやボトムスもあるので、ど
んなものにも使えるのがいい

神やっこ▶それは嬉しいですね。今日

かな。

は、幾つか島田さんに見て頂
きたいラフが。感想を聞いて

宮▶

本格的にデザインしたいな、と。
島▶「ちょっとした気持ちを届ける

手紙」ですよね ?

かわいい ! ただ、襟なしシャ

目の前でアイデアが
どんどんカタチになっていく様子に、
島田さんも興奮気味。

この荷札風のデザインのカー
ドが好きかな。

神▶

ひとつひとつに凧糸を付けて、
シャツのボタンにひっかけたり。
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01

02

01そら

ちゃん

● 年齢…4歳

● 種類…雑種

神宮前二丁目に住む動物

03

ANIMALS in Jingumae 2chome

04

02 はな

ちゃん

猫

● 年齢…14歳

● 体重…5.8kg

● 種類…雑種

● 体重…4kg

●エサ…
「CIAO」
の缶詰・キャットフード

●エサ…
「CIAO」
の缶詰・キャットフード

そらの出身は三重県の四日市。まだ5
カ月のときネットで貰い手を募集して
いたので、私の息子が申し込み、新
幹線で連れて来たの。人間が大好
き・他の動物も大好きで、猫なのに
とっても穏やかな性格。でも庭に出
ると必ず黄金虫やセミを捕まえて、
私の足元までくわえて来るんですよ。
ハンターの本性が現われるのかしらね。

はなが自分の体を触らせるのは、家
族の中でも私だけ。そらも懐こうとし
ているんだけど、やっぱりだめみたい。
本当は甘えん坊で、冬は勝手に布団
に入って来て、私のひじに頭をのせ
て寝るくらいなんだけどね。人間なら
80歳のおばあちゃんだけど、これま
で飼った猫はみんな長生きだったから、
はなもまだまだ元気でいてほしいです。

03きっぷ

くん

主婦

サル

● 年齢…2歳

● 体重…3.6kg ● 種類…雑種

● 体重…約700g

● エサ…「カナガン」の

取材・文 = 松村小悠夏

木 場 田 睦 子さん

ちゃん

● 年齢…10カ月

私が猫好きなことを知ったオー
ナーが、野良猫だったきっぷ
を紹介してくれました。性格
は社交的で、たまにお店に連
れて来るとお客さまから預かっ
た犬と仲良く遊んでいます。
でも実はすごくビビり。一番
の苦手は掃除機の音で、掃除
中は部屋の隅で丸くなるんです。

飼い主

04 カーリー

猫

● 種類…夜ザル

キャットフード
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猫

● エサ…冷凍したイナゴ、
バナナ、モンキーフードなど

飼い主

Sさん
トリマー

2年前のオープンと同時にお
店にやって来ました。今では
通りすがりの人もウィンドウ
越しに覗いてきたり、すっか
飼い主
りお店のマスコット。
「カー
リーが元気に活動する昼間」
西 林 真理さん
の割引ということで「カーリー
阿部早矢加さん
割」をしていたこともあります。 Caricaspa 店長
14

神宮前
二丁目新聞に
出てみませんか ?

1

編集部では、右記の企画に
協力してくれる方を大募集しています。
神宮前二丁目で暮らす人・
働く人・遊ぶ人なら誰でもOK!

2

Webサイトオープンしました
ランチ情報や、ゆくゆくは取材したい
お店など、誌面では紹介しきれない情
報を掲載。P3-6で紹介したお弁当マッ
プも、Google MAP で公開中。
応募・投稿はこちらから

神宮前二丁目新聞

3

神宮前二丁目に住む動物
犬・猫・鳥・爬虫類・金魚、ジャ
ンルは問いません。飼い主さんも
一緒に登場してください。

◯◯に大変身 !
パパが V 系バンドマンに、娘さん
が宝塚の男役に…!? ふだんとは
違う自分に変身したい人を募集し
ます。ヘアメイクや衣装提供など、
裏方として協力したい人もぜひ。

編集部に無茶ブリ取材依頼
神二で気になる場所やウワサ、あ
りませんか ? あなたが気になっ
ていることを、編集部が代わって
突撃取材します !

5

6

あなたのオフィス拝見し隊 !
よその会社の中をのぞき見したい
編集部・上野。規模、職種は問い
ません。うちのオフィス見せても
いいよって方、お待ちしています。

ご近所さんに人生相談
「旦那が脱いだ靴下を洗濯カゴに
入れてくれない」など、相談内容
はなんでも OK。

神二カラフルスイーツ計画
いろいろなジャンルの飲食店が同
じテーマでスイーツを作ったら…?
スイーツ作りに協力してくれる飲
食店、大募集 !

検索

次号の
テーマは

STAFF DATA

4

神宮前二丁目商和会特集

商和会のイベント「ピープルデザインストリート2015」の開催予定日、
10月12日に「神宮前二丁目新聞」第 3号を発行します !

神宮前二丁目新聞編集部員の「生まれ変わったらなりたいもの」

上野絵美（編集）

松中 権（編集）

和田悠里（デザイン）

な生活を送りたい。

米国ドラマ HEROES のように
不思議な力で悪と闘う一般人。
小さい頃の夢はモモレンジャー。

の世界を生きてみたい。

松村小悠夏（編集）

中田賢吾（編集）

山田信也（デザイン）

飼い猫。おいしいエサを食べ、
好きなときに昼寝して、のんき

花火師。1年に一度だけお客さ
んから歓声をもらい、残りの
364日は親方にどやされたい。

神宮前二丁目新聞

第 2号

美しい歌 声が 魅 力の元 PIZZI
CATO FIVE の野宮真貴さん。

中学時代からの憧れの存在です。

人に生まれ変わるなら軽業師。
人以外なら微生物としてミクロ

考古学者の吉村作治さんみた
いに、エジプトに行って遺跡を
発掘したい。

2015 年 7月31日発行 8000部 両面4C マットコート90kg

発行▶ポット出版 制作▶ポット出版、認定 NPO 法人グッド・エイジング・エールズ 表紙撮影▶小泉賢一郎 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

