神 宮 前 二 丁目 新 聞 回 覧 板
2019 年2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3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。

きます。詳細はホームページへ。
問い合わせ 住所 ▶ 神宮前2-31-8➡❷／

2/24
（日）

あなたに合う春メイク
「KIREI塾」で教えます

いこれからの社会、一人ひとりの「問い
を立てる力」が求められています。三修
社が運営する「グローカルカフェ」にて、
参加者同士での「対話」を通して自分の
アイディアを深める体験をしませんか。
（港区
開催情報 場所▶グローカルカフェ

電 話 ▶ 03-5414-5678 ／ Web ▶ http://
www.kyoto-musubi.com/

美容院「PlusLoungeTOKYO」中島さんより

現役で活躍する講師陣から、春メイクの基
礎知識・実践スキルを学べる「KIREI塾」
を開催。塾オリジナルメイクレシピのおみ
やげ付きです。申し込み期限は2/20（水）
23時まで。当選者にのみご連絡します。

2/28
（木）
まで

北青山2-10-29）
➡❺／日時▶3/16（土）
14〜17時／参加費▶1,500円（学生1,000
円）
1ドリンク付／申込▶QRコードから
問い合わせ 住所 ▶ 神宮前2-2-

大切なバッグ・靴の修理
最大2,000円OFF！
靴・バッグ修理「愛着工房原宿店」より

22➡❻／電話▶03-3405-4511
／担当▶三修社・安田

お気に入りの靴やバッグの修理、クリーニ
ング、カラーリングをしてみませんか？ 2
月末まで最大2,000円OFFのキャンペーン
を実施中。見積もりは無料です。
問い合わせ 住所▶神宮前2-18-11MFビル

ギフトにもおすすめ！
モーツァルトチョコレート

1階➡❸／電話▶03-6434-9449

ハンガリー料理「AZ Finom」東さんより

ANA羽田発ウィーン便が毎日就航される
ことを記念して、2/17（日）から6日間限
定で、機内で提供されるオーストリアHE
INDELのチョコレート。
「AZ Finom」では
いつでも購入可能です。2個入りは500円、
3個入りは600円。
「回覧板を見た」で消
費税サービス！
問い合わせ 住所▶神宮前2-19-5 B1階➡

3/5
（火）
〜9
（土）
、3/29
（金）
・30
（土）

出店場所
開催情報▶ 場 所 ▶ 神宮前2-32-1ぎあま
ん・SGビル2階➡❶／時間▶第1部「骨格
診断」11〜13時、第2部「パーソナルカ
ラーメイクレッスン」14〜16時／定員▶と
もに10名／受講料▶第1部7,500円、第2部
5,000円、両方受講12,000円（軽食つき）
出申し込み 電話▶03-3401-5155／Insta
gram▶「@plusbridal_pluslounge」へメッ
セージを
2/28
（木）
〜3/26
（火）

竹久夢二フェア開催
ワークショップも
風呂敷専門店「むす美」高橋さんより

大正ロマンを象徴する画家・竹久夢二の
絵画が風呂敷に。期間中は特別に、夢二
の版画や雑貨も展示
販売します。また、
3/17（日）にはワー
クショップも開催。
夢二の風呂敷を使っ
たオリジナルブロー
チ作りなども体験で

学生による写真展・
自主制作映画の上映会
「東京造形大学 原宿サテライトオフィス」古謝さんより

美術・デザインを学べる大学です。神二
のサテライトオフィスを会場として、学生
による色をモチーフにした写真展と、自主
制作映画「ショッパナ!!」上映会を3月に
開催。皆様のお越しをお待ちしています。
出店場所
開催情報▶ 場所▶神宮前2-32-5 BPRス

❼／電話▶03-5913-8073／営業時間▶ラ
ンチ12〜14時、ディナー18〜21時L.O／
定休日▶日・月・祝

クエア神宮前Ⅰ 6 階➡❹／日時▶写真展
「♯FFFFFF展」3/5（火）〜 9（土）
、11〜
18時（最終日は15時まで）
、5（火）は18
時からレセプションパーティーを開催／映
画上映会「ショッパナ!!」3/29（金）11〜
19時・30（土）11〜17時
問い合わせ 電話▶080-8893-0211

神宮前二丁目周辺エリアのお知らせ

渋谷保育園でアルバイトをしませんか?
「渋谷区立渋谷保育園」伊吹園長先生より

3/16
（土）
14〜17時

夕方勤務
（16時半〜19時半）
のアルバイトを募
集中。子どもと一緒に遊んだり、延長保育のお
やつの手伝いや掃除などをお願いします。子
育て経験があれば保育士資格は不要です。
電話▶03-3463-2573（渋谷区役所
［問い合わせ］

ドリンク片手に !
「はじめての哲学カフェ」
語学書出版社「三修社」安田さんより

子ども家庭部保育課施設運営係）

多様な価値観が存在し、唯一の正解がな

「回覧板」への掲載希望はこちら

100m

次回の「神宮前二丁目新聞回覧板」は、 2019年3月20日（水）発行予定。

セブンイレブン

メール

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

トップ→応募→「回覧板」への応募

り
明治通

FAX

03-3478-1774
03-3402-5558

電話

ポット出版
（編集部）

7

1

AZ Finom

渋谷神宮前
郵便局

むす美 2
4

神宮前二丁目新聞回覧板2019年2月号 2019年2月20日発行／3,000部
（内2,200部各戸配布）
／マット紙／90kg
発行 ● ポット出版 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 ● http://jin2news.net

公園

外苑西
通り

この号に掲載する情報を募集しています。 応募締切 2019年3月3日
（日）掲載無料

3 愛着工房

PlusLoungeTOKYO
東京造形大学

グローカルカフェ
青山熊野神社

三修社 6
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No.5

加盟店紹介

神宮前
二丁目
商和会

創作アジアンダイニング 移民の歌
●お話を聞いたのは

オーナー・望月澄彦さん

N E W S

⬅「から揚げ定食」880円。メ
ニュー表には記載されていな

い「裏の人気メニュー」で、群
馬から食べに来たという人も！

vol.4 2019.2

神宮前二丁目商和会とは、
100近くの商店・事務所が
加盟している商店会です。
このニュースでは
加盟店の紹介や商和会からの
お知らせを掲載します。

ロック好きのオーナーが

DATA

手がけるアジアンダイニング

セブンイレブン

店名はツェッペリンの名曲が由来。ネパール出身の妻をはじめと

公園

した多国籍スタッフによる、インドカレーをベースにした洋食店
です。ランチメニューはカレー、夜はネパール料理がメイン。

2月中に本紙をお持ちいただいたかたには
特典 ディナータイムに1500円以上のご注文で、
ドリンク1杯サービス

（生ビール・ハイボール・ソフトドリンクの中から選べます。4名様まで）

移民の歌
住所●神宮前2-31-7 B1階
電話●03-6804-5211
営業時間●11:30〜16:00、
18:00〜24:00
定休日●日

No.6

加盟店紹介

神宮前はなれ
〆の手打ちそばが自慢!
料理に合わせたお酒も楽しんで
昨年12月にオープン。日本料理をコースで提供しています。〆
の手打ちそばは、ブランド品種「常陸秋そば」を店内の石うす
で自家製紛して作っています。日本酒とワインは常時50種類以
上を用意。料理に合わせてお楽しみください。
➡ワインは 店舗向 か
いの「ウイルトスワイン

DATA
はなれ
外苑西通り

セブンイレブン

住所●神宮前2-13-5
第6渡辺ビルB1階
電話●03-6804-5708
営業時間●18:00〜23:00
定休日●日

神宮前二丁目商和会連絡所
「加盟店紹介」への掲載希望
（加盟店舗のみ）
、
商和会入会などの問い合わせはこちらまで

（神宮前2-11-19）」か
ら仕入れる。右が〆に
提供する手打ちそば

●お話を聞いたのは
店主・石井大地さん

クリーニングシマダ

担当／島田
住所／神宮前2-13-6
電話／03-3401-5902

特典

本紙を店頭にお持ちいただいたかたには
グラスで日本酒を1杯サービス!

（有）フジタフォート

担当／藤田
住所／神宮前2-20-10
電話／03-3470-1210

発行／神宮前二丁目商和会

ポット出版

担当／上野、松村
住所／神宮前2-33-18
電話／03-3478-1774

ヤマザキショップ原宿店
担当／奥山
住所／神宮前2-20-13
電話／03-3408-1350

取材・文・撮影／みらいハウス 編集・デザイン／神宮前二丁目新聞

