神 宮 前 二 丁目 新 聞 回 覧 板
2018 年4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6月20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。
千駄谷小学校

5/8（火）
まで

電話▶03-5414-5678／営業時間▶11〜19
時 ／ 定 休 日 ▶ 水 ／ Web ▶ http://www.
kyoto-musubi.com
5/19（土）19時くらいから

音楽やりたい人聞きたい人
ベラミナイトで
セッションしよう

「神宮前二丁目楽団」寺沢さんより

7 もつ鍋旦過

5

ポット出版
（編集部）

6
1

むす美

スマサガ不動産（5月中旬〜）
8

ロータス治療院
渋谷神宮前
郵便局

5/29（火）、6/20（水）

型染アーティストのkatakataさんとむす美
のコラボで誕生した、動物たちをあしらっ
たキュートな風呂敷「katakataむすび」
。
ここに登場する動物たちの豆皿やポスト
カードを、5/8（火）まで数量限定で販売
中！ また、キッチンで大活躍する「七衣
ふきん」の販売もしています。こちらには
新顔の動物たちが登場しているので、ぜ
ひ覗きにきてください。
問い合わせ 住所 ▶ 神宮前2-31-8➡ ❶／

セブンイレブン

UNION
TOKYO

前回満員御礼につき
またまた開催決定！
教育ドキュメンタリー上映会

外苑西
通り

風呂敷専門店「むす美」高橋さんより

2-35-9）➡ ❷ ／Facebook「 ベ ラ ミ ナ イ
ト」で検索／電話▶090-9674-9427
（寺沢）

2

喫茶ベラミ

り
明治通

動物たちの豆皿や
ポストカード限定販売
「katakataむすびフェア」

い！って人も、弾き語りしたい人も、歌
いたい人も歓迎です。飛び入り参加もど
うぞ！
問い合わせ 場所 ▶ 喫茶ベラミ（神宮前

仙寿院

青山
熊野神社

三修社

4

グローカルカフェ

100m

語学書出版社「三修社」浅川さんより

LA発のセレクトストア
「ユニオン トーキョー」
4/20（金）にオープン
メンズウェアショップ「UNION TOKYO」より

三修社が運営するコミュニケーションス
ペース「グローカルカフェ」で、
「未来の
学びを語ろう！
“Most Likely to Succeed ”
上映会」を5月・6月と続けて開催します。
アクティブラーニングの実践例として、日
本でも有志による上映会が各地で行われて
いるアメリカのドキュメンタリー映画。親
御さんや先生、企業で人材教育を担当して
いる方など、教育に関心のある方々をお待
ちしています。
場所▶グローカルカフェ（港
区 北 青 山2-10-29） ➡ ❸ ／ 日時 ▶5/29
（火）
、6/20（水）18時半〜受付開始／参
加費▶1,500円（ドリンクつき）／申し込
開催情報

み▶下のQRコードから
問い合わせ 住所 ▶ 神宮前2-2-22➡❹／
電話▶03-3405-4511／営業時間 ▶9時半

〜17時半／担当▶三修社・浅川
音楽好きが集う、ゆる〜いセッション「ベ
ラミナイト」
。参加費はアルコール飲み放
題2,000円、もしくはソフトドリンク飲
み 放 題 1,000 円。 バ ン ド で 演 奏 し た

◀5/29
（火）
申し込みは
こちらから

◀6/20
（水）
申し込みは
こちらから

4/20（金）に、神二の中華店「香港ロジ」
の向かいにあるビル1階にオープンするメ
ンズウェアショップです。半年ほど前から
東京での出店を考え、スタッフであちこち
を巡った結果、
「メインの通りではなく落
ち着いたエリアで、ファッションにこだわ
りを持つ人が多い」神二に決めました。地
元の人との出会いを大切にしたいと思っ
ています。どうぞよろしくお願いします！
問い合わせ 住所▶神宮前2-26-5➡❺／電
話▶03-6434-5510／営業時間▶11〜20
時／定休日▶不定休／Web▶http://www.
uniontokyo.jp
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
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

検索

ホーム→応募→「回覧板」への応募
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オフィス移転に伴い
事務スタッフのアルバイト
募集します！

月1でバイク仲間とツーリングしている

勤務時間▶17〜24時／時給

詳細

ので、バイク好きな方、一緒に走りませ

▶1,000〜1,400円／担当 ▶ 西村／制服

んか？

貸与あり
問い合わせ

「スマサガ不動産」角南
（すなみ）
さんより

チーム名は「fighting D caddis

（闘う虫ケラ）
」
。おもな活動は芝浦や横浜

住所 ▶神宮前2-15-2➡❼／

電話▶03-6447-2324／定休日▶不定休

まで走ってお茶することですが、盛り上

健康になりたい人を
応援するロータス治療院、
神二内で移転しました

す。連絡は寺沢（090-9674-9427）
まで！

がると箱根や北軽井沢でお泊まりもしま

7/29
（日）
原宿クロコダイル
ライブ参加バンド募集

「ロータス治療院」熊谷さんより

指圧、はり・きゅう、オイルマッサージな
どを行う治療院です。この4月に10周年を
迎え、以前の場所から徒歩2分のご近所で
リニューアルオープンしました。
「季節の
変わり目でなんとなく体がだるい」
「もっ
と健康で元気になりたい」というかた、体
の状態をよくお聞きしながら症状やご希
望に合わせた施術をご提案します。
問い合わせ 場所▶神宮前2-18-20鹿鳴館

私たちスマサガ不動産は、
「中古マンショ
ン×リノベーション」を軸に、クライア
ントのライフスタイルを提案する会社で
す。5月の中旬に神二に移転してまいり
ます。どうぞよろしくお願いします！
このたび、新しいオフィスで不動産業務
のアシスタント、書類整理、PC作業、電
話・来客対応などのお手伝いをしてくれ
る方を募集します。週3〜5日まで、働く
曜日や時間もご相談ください。アット
ホームな雰囲気の職場で、明るいスタッ
フがお待ちしております！
勤務時間▶10〜19時のうち、
詳細

「ポット出版」沢辺さんより

7/29（日）に、原宿のライブハウス「ク
ロコダイル」にてライブをやります。神二
の喫茶ベラミで行われる「ベラミナイト」
の参加者が中心ですが、他にもライブに
参加したい人を先着順で募集中。ジャン
ルは問いません。詳細は沢辺（03-34781774）まで。

ハ イ ツ 原 宿302➡ ❽ ／ 電話▶03-66626577（移転前と同じ）／営業時間▶11〜
22時（水曜のみ18時まで）／定休日▶日

神宮前二丁目周辺エリアのお知らせ

5/16（水）千駄ヶ谷で

日本酒交流会を楽しみませんか？
日本の食文化PR会社「彩食絢美」手島さんより

日本酒が好きな人のための、日本酒飲み比べ
のイベントです。千駄ヶ谷の隠れ家的創作居
酒屋
「一堂」のお料理と、鳥取の幻の酒米
「強
力」でつくった日本酒を楽しみませんか。当
日は鳥取から蔵元も参加。日本酒についての
あれこれを直接伺うこともできます。

6〜8時間程度、応相談／時給▶960円〜
問い合わせ 住所▶神宮前2-31-7（予定）
➡❻／電話▶03-5454-8080（旧オフィス）

／定休日 ▶水／メール ▶sunami@sumasaga.com
［編集部上野より］昨年夏に神二新聞で取材させても

バイト募集中！
九州出身の親方と愉快な
スタッフが待ってます

らって以来、個人的に毎月お世話になってます♡

春風の中、走って
お茶してダベろうぜ
バイク仲間募集中

もつ鍋「旦過」西村さんより

地元の常連さんやお酒＆もつ好きの人た
ちで賑わう居酒屋です。元気で明るいス
タッフを募集しています！ 主な仕事は接
客で、年齢や経験は問いません。

毎日バイクで神二の中華店「紫金飯店」
の出前をしています。プライベートでも

神宮前二丁目新聞からの募集
2018年6月発行「回覧板」への掲載

「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
発行予定日

6/6（水） 掲載無料
6/20（水）

「回覧板」への
掲載希望は
こちらまで

電話
FAX

「神宮前二丁目新聞」では、冊子版の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！

ペットと誌面に登場しませんか？

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。

神二のペットを紹介する「動物コーナー」に登場し
てくれる動物たちを募集中！ 犬・猫・ハムスター・
鳥・トカゲ・カメレオンなどなど、種族問いません。

絵や写真で協力してくれる人、募集中

イラストを描いたり写真を撮影したりするのが好き
なかた、謝礼のお支払いはできませんが、プロ・ア
マ問わず募集中。神二での取材に同行してもらえる
人も大歓迎！

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

03-3478-1774
03-3402-5558

メール
WEB

jin2shinbun@pot.co.jp
http：//jin2news.net

神宮前二丁目新聞 回覧板 2018年4月号 2018年4月20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

日時▶５/16（水）19～21時半／場所▶一堂
［詳細］
（千駄ヶ谷1-28-4）／参加費▶6,000円／定員▶20名
メール▶info@saishokukenbi.com／
［申し込み］
Web▶https://www.facebook.com/ichidou.sendag
aya／電話▶03-6434-0952（彩食絢美）

寺沢さんより

住所 ● 神宮前2-33-18 ビラ・セレーナ303号室

電話 ● 03-3478-1774

FAX ● 03-3402-5558

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

ホーム→応募→「回覧板」への応募

WEB ● http://jin2news.net

