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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。

P6-9は毎日のお昼に役立つ「キッチンカーリスト」です!
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神二初心者のひと言から
企画が生まれた
　神二の人同士、道で会ったら挨拶しあえる
ような仲良しさんをつくれたら嬉しい。そんな
思いから企画した「神二で友達つくろうの会」。
どれくらい人数が集まるか危惧していたものの、
開始30分後には10代から70代までの総勢23
名で、ラーメン「時田屋」の店内がぎっしり。
「何のお仕事されてるんですか？」「サッカーの
イベント会社です」「うちは民泊をやっていて。
一緒にイベントができたらいいですね」とお
しゃべりに花が咲く。21時に解散した後も喋
りたりない・飲みたりないメンバーはとどまり、
23時まで宴は続いた。

右下のお二人が、今回の企画に協力してくれた時田屋の時田かおるさんと賢三さん。

「神二で友達つくろうの会」開催

総勢23名が時田屋に
集まりました!
神二で暮らす・働く・遊ぶ人を対象に
神宮前二丁目新聞が呼びかけた「友達つくろうの会」。
7／1（月）19時から、ラーメン店「時田屋」に
参加者が集い、総勢23名の賑やかな会となりました!

文・撮影＝松村小悠夏2　 3



SHOP DATA

ラーメン時田屋
住所▶神宮前2-20-11　
営業時間▶12～14時半、
19～23時（土・日・月
は夜のみ）　定休日▶火
メニュー▶餃子（6個入）
450円、瓶ビール600円

　この企画が生まれたきっかけは神二新聞編
集部が5月におこなった、読者と編集部の交流
の場「公開編集会議」にさかのぼる。「神二の
お店を開拓したいけど、引っ越してきたばかり
だから入りづらい」という参加者の発言から、
神二の店でごはんを食べながら交流しようとい
うアイディアが生まれた。場所は、他の参加
者が同僚に連れられてよく訪れるというラーメ
ン店「時田屋」。
　「当日の飛び入り参加OKにしたいので人数
は未定。会計も会費制にするとハードルが高
くなるので、注文した分を個人支払いにさせて

ほしい」という面倒な条件にもかかわらず、時
田屋の女将・時田かおるさんと店主の賢三さ
んに全面的に協力頂き、無事に企画が成立した。

なぜ看板が「八百辰」?
みんなが気になる時田屋の由来
　参加者ほぼ全員の間で話題に上がっていた
のが、「このお店、何で看板が『八百辰』なん
でしょうね？」という時田屋の謎。せっかくな
ので、女将さんに店の由来を聞いてみた。
「『八百辰』というのは私の父がここでやって
いた八百屋の店名です。父が亡くなった後、

ずっとこの場所をそのままにしていたの。その
後、主人が当時勤めていたラーメン屋が店じ
まいしてね。じゃあこの場所で、自分たちで
ラーメン屋をやろうかって数年前に始めたのが
『時田屋』。看板まではなかなか手が回らなくて、
そのままにしてあるんだけど」。店全体に昔な
がらの穏やかな雰囲気が漂うのは、そういう
理由もあったのかと納得した。
　賑やかな会から一夜明けて、商店街を歩い
ていると、会の参加者と偶然出会い「きのう
は楽しかった」と声をかけてもらった。「当日
出会った参加者の人と、メールで“文通”が続

会終了後は名刺
交換タイムも！

店内には女将さん、旦那さんの壁画が。常連さ
んの筆によるもので、地元の人に親しまれてい
る時田屋らしい

いている」との声も。あらためてお店と参加者
の皆さんに感謝すると共に、「これは第二弾も
開催したいぞ」と勢いづいた編集部。興味の
ある人はぜひご参加を！

厚揚げ生姜（600円）。
参加者から「家庭的な
味でおいしい」と好評

神二商和会の役員、デザイン事務
所社員、神二在住の人など、さま
ざまな人が一つのテーブルを囲む

「神二で友達つくろうの会」開催　総勢23名が時田屋に集まりました!

左は時田屋の常連・しんごさん。事前に編集部と
時田屋をつないでくれるなど企画を支えてくれた

シメは店の一番人
気・正油ラーメン
（700円）

初対面の人も知り合いの人も、仲良く一緒に「かんぱーい」！
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選べる
楽しみがある

曜日によってお店を選べるほか、ひ
とつの店で好きなおかずを数品選ぶ、
トッピング追加、ハーフ&ハーフな
ど、バリエーションが豊富。

神二で働く        カズさんの

キッチンカー
リスト
神宮前二丁目新聞第2号で

「ランチをテイクアウトできるお店」を紹介して丸4年。
その間に入れ替わったお店も多く、

「編集部の代わりに最新版の調査をしてくれる人いないかな」と思っていたところ、
なんと、神二に5カ所もあるキッチンカーのリストを自作している方に巡り会えました。
神二で働き、お昼はキッチンカーのお弁当を社内で食べているという「カズさん」。
カズさん作のリストを元に、最新版の神二キッチンカー情報をお届けします!

各店のこだわりが
詰まっている

会社や自宅に持ち帰って食べられ
る手軽さがありながら、コンビニ弁
当とは違う、手作りならではの味わ
いがある。

コミュニケーション
が楽しい

お客さんの顔を覚えてくれたり、き
さくに話しかけてくれたり。店主さ
んとのコミュニケーションも魅力の
ひとつ！

キッチンカーとは？
車内で調理し、お弁当を販売する車のこ
と。神二には出店場所が5カ所あり、曜
日によって店が入れ替わる。

カズさんが語るキッチンカーの魅力

2019 SUMMER

カズさんへのインタビュー／カズさんの同僚シンシンさん　文／松村小悠夏　撮影／松村小悠夏・上野絵美

ミニストップ

カズさんがエクセルで作っていたキッ
チンカーリスト。神二の地図と各店
舗のメニュー画像が載っていて、曜
日ごとにシートが分けられている

Ki
tc

hencar Map

神二のキッチ
ンカー

出店エリアは

A～Dの5カ所

一週間の店
舗リストは次

のページへ!

（カズさん&編集部のコ
メント付）

2019

ファミリーマート

渋谷神宮前郵便局

千原公園

セブンイレブン

ヤマザキショップ

C

A
B

D

E

外
苑
西
通
り

⑰

⑥

⑯

③

⑦

⑫

⑤

※写真横の丸数字はp8-9と対応しています

神宮前三丁目
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神二で働くカズさんのキッチンカーリスト

月 火 水 木 金

SPOT A
① ドラゴン屋台
［営業時間］11:30～ 14:00
［メニュー］豚プルコギ¥650、チャプチェ
¥650、ビビンバ～温泉卵入り～ ¥690
［コメント］辛いビビンバも、甘辛いプルコギもど
ちらもおすすめ!（カズさん）

⑥ Kitchen Crescent
［営業時間］11:00～ 14:00
［メニュー］ふんわり玉子のオムライス（ソース
は4種類から選べる）¥600
［コメント］作りたてのオムライスが味わえる。女
性に人気だがボリュームも◎（カズさん）

⑩ 日和亭
［営業時間］11:30～ 14:30
［メニュー］香草チキンのジェノベーゼライス、カ
ルボナーラライス（温泉たまご付）各¥690
［コメント］ライスで食べるイタリアンの店。ジェ
ノベーゼの鶏肉が絶品（カズさん）

⑭ トゥクトゥク屋台
［営業時間］12:00～ 14:30
［メニュー］1種盛り¥630、2種盛り¥730、3種
盛り¥830
［コメント］タイ式鶏の唐揚げや香り豊かなタイの
高級米ジャスミンライスが美味（編集部）

⑨ Taco Rise
詳細はDの火曜と同

SPOT B
② タイ料理☆MTSMILE
［営業時間］11:30～ 14:00
［メニュー］日替わりスマイルカレー、カオマンガ
イ、甘辛肉ドン 各¥700、トッピング 各¥100
［コメント］7月8日にオープンしたばかり。日替わ
りで「白いカレー」が出る日も（編集部）

⑦ marusan&wacca
［営業時間］11:30～ 14:00
［メニュー］日替わり¥650、一汁三菜¥700、
副菜追加1種¥50
［コメント］しっかりした味付けが多いキッチンカー
の中で、ヘルシー志向の和食のお店（カズさん）

⑪ 中国家庭料理　蓮
［営業時間］11:30～ 14:00
［メニュー］中華三種かけごはん¥650、中華三
種BOX ¥700
［コメント］列ができていても、早めに購入できる。
三種選べるのも嬉しい（カズさん）

⑮ PISITERI
［営業時間］11:30～ 14:00
［メニュー］豚の山椒キーマカレー ¥700、チキ
ンのコンフィライス¥750
［コメント］ハーブの効いたやわらかチキンがジュー
シー　※出店は8月中まで（編集部）

⑰ Dudes2511
［営業時間］11:30～ 14:00
［メニュー］BBQチキンジャンバラヤ¥600、ス
テーキジャンバラヤ¥650
［コメント］スパイスの効いたライスで暑い夏も乗
り切れそう。飴のサービスもあり（編集部）

SPOT C
③ Mr.McLean
［営業時間］11:00～ 14:30
［メニュー］アメリカンチキンオーバーライス
¥750、羊肉とひよこ豆のキーマカレー¥800
［コメント］たっぷりのサラダが嬉しい。見た目の
彩りもグッド　※出店は7月中まで（編集部）

⑧ 宇宙食堂
［営業時間］11:30～ 14:00
［メニュー］満月オムライス¥650～、火星ランチ
（スイートチリ・ラタトゥイユライス）¥750
［コメント］演劇ユニットの専属シェフが作るラズ
ベリーソースのオムライスは必見（編集部）

⑫ teratai
［営業時間］11:30～ 14:30
［メニュー］ローストチキンのカオマンガイ、魚介
と野菜のトムヤム炒めご飯 各¥700
［コメント］いずれのメニューも野菜たっぷり。「ご
はん少なめ・野菜多め」のオーダーも可（編集部）

⑯ 台湾佐記麺線　一號車
［営業時間］11:30～ 14:30
［メニュー］R（レギュラー）¥500、M（ダーワン）
¥600、L（チャオダー）¥700
［コメント］時間がたっても延びない麺「麺線」。
ピリ辛風味で夏バテのときもおすすめ（編集部）

⑱ Café Sun Offing
［営業時間］11:00～ 14:45
［メニュー］生姜焼き麦ごはん¥650、
牛カルビもち麦ごはん¥750
［コメント］3cm厚に重ねられた肉の層は迫力満
点。スタミナをつけたいときに！（編集部）

SPOT D
④ ココロータス
［営業時間］11:30～ 14:30
［メニュー］シンガポールチキンライス（ソースは
3種類から選べる）¥680、ルーローハン¥720
［コメント］チキンライスのエスニック醤油ソース
はやみつきになる味（編集部）

⑨ Taco Rise
［営業時間］11:00～ 15:00
［メニュー］オリジナルタコライス、チェダータコ
ライス、バジルタコライス 各¥600
［コメント］さっぱり系のオリジナルと、こってり系
のチェダーのハーフ&ハーフは絶妙（カズさん）

⑬ チャーミング食堂
［営業時間］11:30～ 14:00
［メニュー］チャーミングごはん¥600、チャーミン
グBOX ¥650
［コメント］週替りスープがつくタイ料理のお弁当。
店名の通り店主さんもチャーミング（編集部）

④ ココロータス
［営業時間］11:30～ 14:30
［メニュー］BUTAメシ、グリーンカレー、ドライ
カレー 各¥650
［コメント］Dの月曜と同じ店だが木曜はメニュー
が変わる。ごはん、野菜大盛り無料（編集部）

⑲ 笑い聡
［営業時間］11:30～ 15:00
［メニュー］鶏肉飯（チーロウハン）¥600、魯
肉飯（ルーローハン）¥800
［コメント］八角控えめの日本風ルーローハン。
豚角煮はほろっとほどける柔らかさ（編集部）

SPOT E
⑤ アジアンランチ原宿1号店
［営業時間］11:30～ 14:15（月～金）
［メニュー］3品ぶっかけごはん¥650～、アジア
ンランチボックス¥700～
［コメント］おかずの辛さ表示があって親切。提
供時間も早い（カズさん）

神二のキッチンカー店舗一覧

※2019年7月時点の情報です　※弁当の価格や営業時間などは編集部調べ。いずれの店舗も売り切れ次第終了

①

⑬ ⑩

④ ⑭ ⑧

⑲

⑱

⑪

⑨
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文・撮影＝上野絵美

いつもの公園に新たな場が生まれた

神宮前ゆうぐれピンポン
6月の夕方、神宮前二丁目にある千原公園で開催された
誰でも参加OKなイベント「神宮前ゆうぐれピンポン」。
子どもも大人も集まって、卓球とおしゃべりでにぎわったこのイベントをのぞいてみた。

　夕方になると、神二の子どもたちが遊びに
やってくる千原児童遊園地。通称、千原公園。
6月20日、編集部から歩いて3分ほどのこの場
所で卓球イベントが開催されるという情報が
入り、カメラ片手に向かってみた。すると目に
飛び込んできたのは、鮮やかなオレンジ色の
大きなテーブル。小学生たちが取り囲み、卓
球をしていた。ラリーは続いていないけれど、
ラケットを振るだけでテンションが上がってい
る様子。あちこちに飛んでいくボールを追いか
けるのもまた楽しそう。子どもを迎えに来たお

母さんからも、「近所でこんなイベントをやっ
てくれるとうれしい」と好評だ。
　このイベント「神宮前ゆうぐれピンポン」は、
お隣さんともっと顔見知りになることを目的に、
渋谷区で毎年6月に開催されている「渋谷おと
なりサンデー」の一環で行われたという。神
宮前で暮らす人、働く人たちが一緒に卓球を
しながら、神宮前について語らい、楽しい時
間を過ごせる場だ。
　イベントを企画したのは、神二近くにオフィ
スがある「バウム」という会社。「場生む」と
いう名のとおり、期待できる未来をつくるため、
ブランドのコンセプト開発やマーケティング、
イベントの企画、運営などを行っている。
　オレンジ色の卓球台は、よく見ると普通の
木製テーブルだった。バウムのオフィスにあっ
たテーブルに色を塗り、即席の卓球台を作っ
たとのこと。はじめはこの大きな台ひとつの予
定だったけれど、公園に子どもがたくさんいた

ので、キャンプ用のテーブルで作ったミニ卓
球台も用意したそうだ。
　子どもたちが卓球で盛り上がっているそば
には、持ち寄った飲み物やお菓子を囲んで
ちょっと浮き立つ大人たちの輪ができていた。
みんな近所に住む人や働く人たちだ。
　このイベントを企画したバウムでは、月に一
度、「BAR UM（バー・ウム）」という飲み会
とトークショーの間をコンセプトにしたイベン
トも開催しているそう。お酒を酌み交わしつつ、
個性豊かなゲストならではの話を聞けるイベン
トだ。こんな場へ出かければ、お隣さんとの交
流がさらに広がるかも?

キャンプ用のミニテー
ブルに工具のクランプ
でリボンを渡し、即席
の卓球台に。

熱戦を繰り広げる子どもたち。

大人も子どもも卓球に挑戦。奥には地域密着型のコミュニティラジオ「渋
谷のラジオ」取材班の姿も。

「おとなりサンデー」の旗と卓球台に、通り過ぎる人たちも思わず二度見。

え
い
っ
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トフィーちゃん （7歳）
●種類…チワワ  ●体重…2.2kg
●エサ…鶏ひき肉炒め、そうめん、レタス

うちに来たのは生後3カ月ごろ。白いチワワ
が飼いたくて、ブリーダーさんのホームペー
ジで見た彼女に一目惚れしたのがきっかけで
した。他の犬とは遊ばないトフィーですが、
人間は大好き。ひざの上に前足を乗せて
「ちょうだい」をするのが特技です。

取材・文=松村小悠夏

飼い主／臼田美保さん

Ralph（ラルフ）くん （15歳）
●種類…雑種  ●体重…4.0kg
●エサ…ゆでた鶏肉のみじん切り

私がアメリカに住んでいた15年前、ニューヨークの街で
保護されたRalph。里親を募集していたボランティア団
体の前を通ったとき、当時飼っていた愛犬が「どうして
もこの子がほしい！」と訴えたので、犬派の私が猫を飼
うことになりました。昨年12月、私の帰国に伴い14時間
のロングフライトを耐え、日本にやってきました。

飼い主／小山内慧悟くん（保育園児・6歳）

みくちゃん （左／8歳）
●種類…雑種
●体重…3.0kg

みくちゃんは、ぼくが生まれる2年まえにおかあさんがおともだ
ちからもらったそうです。生まれたときは耳だけくろかったので、
みくちゃんという名まえがつきました。ほんとうはオスだけど、
おかあさんやおとうさんは、はじめメスだとおもっていたので、
いまでもかぞくみんなが「みくちゃん」とよんでいます。
ひなちゃんがうちにきたのは、ぼくが1さいのときで、生まれた
ときからずっといっしょです。いまでもぼくの足のところでね
たり、ぼくのおなかの上でねることもあります。

ひなちゃん （右／4歳）
●種類…雑種
●体重…6.4kg  

 神宮
前二丁目に住む動物

ANIMALS in Jingumae 2chome

飼い主／久保協子さん（フードビジネスコーディネーター）
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文=松村小悠夏

編集部の運気アップのため
神二で占星術を受けてきた
「神宮前二丁目新聞をつくるたび、スタッフが体調不良に見舞われます。
占い師のかた、運気アップのコツを教えてください」
前々号の裏表紙でこのように募集したところ、
なんと本物の占い師さんが電話をくれた。電話を受けた松村は喜び勇み、
体調が悪くなる張本人・上野を引き連れていざ向かったのだが…。

ひあり奈央さん
10歳のときから占星術を始め、1995
年から占い師として活動。3年前から
神二にサロンを構える。
WEB▶https://hiarinao.com/

　連絡をくれたのは神二で占星術師として活
動する、ひあり奈央さん。上野の体調不良は
神二新聞が原因って、どういうことですか?
「人と土地の相性ってあるんです。土地によっ
て自分が発揮できる力に違いが出るんですね。
上野さんのホロスコープを見ると、神二にいる
と『奉仕性が強まる』と出ています。
神二新聞に自分の運気をあげちゃうっ
て感じなんですよ」
　私の隣で、なんだかすごく納得です、
と何度もうなずく上野。
「でも神二新聞自体はこの土地と相性がいい
と思いますよ。占星術には土地にも星座を割
り振るという考え方があって、皇居を起点とす
ると原宿～神宮前は『魚座』のエリアになる
んです。神二新聞も創刊日が3月15日だから魚

座の時期ですよね」
　魚座の特徴は「ほんわりしていて、
アート性がある」こと。美容室やデザ
イン事務所など、形のないものを扱う
店舗や会社が多いのも土地の影響では

という。「ご近所さんたちと一緒にゆる～く盛
り上がっている神二新聞は、ここの土地柄を

うまく汲んでいると思いますよ」。ちな
みにお隣の渋谷は十二星座の始まりで
ある「おひつじ座」エリアで、スター

トの力に満ちたにぎやかな土地柄だそうだ。
　どんな質問にも穏やかに答えてくれるひあり
さん。占い師さんってもっと近づきがたいイ
メージでしたと打ち明けると「普通の人も多い
ですよ。占いも学問ですから」との答え。
「例えば、占星術の世界はいかに洋書を読ん
で理解しているかということが大事。日本では
占星術の専門書があまり刊行されていません
からね。生まれ持ったセンスだけでなく、勉強
が必要なんです」
　占いに対する印象が大きく変わりました。あ、
ちなみに私・松村と神二の相性は？
「松村さんは…そうね、神二っていうか、日本
があまり向いてないみたい。タイのバンコクと
かだとすごくいいんだけど…」
　ガ、ガーン。28年も日本に住んでるのに？
というわけで、今号も上野が運気を捧げ、松
村がバンコクに逃亡せず完成した神二
新聞。読者の皆さん、楽しんでくれま
したかー?

えええええええ
うそおぉ!?!?

編集部の上野さん、
体調不良の理由は
神二新聞に

あるかもしれませんよ
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WEBサイトに応募フォームを設けています

応募先

次号のお知らせ
「神宮前二丁目新聞」第1６号は
2019年10月20日（日）に発行予定 !
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神宮前二丁目新聞を一緒に作りませんか? 神宮前二丁目で暮らす人・
働く人・遊ぶ人なら誰でもOK!

インタビューコーナーの 
登場者募集
ご自身の半生や、神二の街との関わ
りを語ってくれるかたを募集中。「こ
の人に話を聞くとおもしろいと思う」
という他薦もお待ちしています !

「子ども企画」のネタ求む
クラブ活動や習い事など、子どもた
ちの活動を紹介する「子ども企画」

情報提供・企画参加 を連載中。「うちに取材、来てもい
いよ」というかた、ご連絡ください。

「回覧板」への掲載
「服譲ります」「期間限定メニュー
始めました」など神二の人にいま
知らせたいことをご応募ください。
掲載料は無料です。
●「回覧板」今後の発行予定

8/20（火）発行号▶応募締切8/4（日） 

9/20（金）発行号▶応募締切9/6（金） 

神宮前二丁目新聞を置いてもらえる
お店を募集中。希
望のかたには写真
の配布スタンドもお
渡しします。

店頭配布

緊急
募集 !

商店街イベントに参加しよう!
10月に商店街で行われるお祭り「ピープルデザイ
ンストリートvol.9」のボランティアスタッフを募集
中です。お問い合わせは神宮前二丁目新聞まで !
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主催●神宮前二丁目商和会　
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