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4代にわたって神二に店を構える
「ロートロ」で開催
　今年の7月に第1弾を開催した、「神二で友
達つくろうの会」。「ご近所さんとのつながりが
できて嬉しかった」との好評を受け、11/5（火）、
第2弾を開催した。
　協力してくれたのは、スパゲッティ店「ロー
トロ」。今は若いご夫婦が切り盛りしているが、
ご主人の曽祖父の代から同じ場所に店を構える、
神二の土地に根ざしたお店だ。普段はスパゲッ
ティだけで常時100種類ちかくの品数を誇るが、
この会のためにメニューを厳選してくれるなど、
快く協力をしてくれ、当日を迎えた。
　今回の参加者は11人。初めましての人は自

「神二で友達つくろうの会」第2弾開催

ロートロで料理とお喋りを
楽しみました!
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」。
第2弾を11／5（火）19時半から
スパゲッティ店「ロートロ」にて行いました!

文・撮影＝松村小悠夏2
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己紹介を、第1弾にも参加してくれた人は「お
久しぶりです」と挨拶ののち、会が始まった。

就活を控える大学生から
神二歴70年以上の先輩まで
　参加者のうち、最高齢の大友良一さんは商
和会役員でもあり、神二生まれ・神二育ちの
大先輩。「前のオリンピックのときに、そこの
前の道（外苑西通り）ができたんだよ。それ
までは渋谷川が流れてたの」と、この街の歴
史を語ってくれた。
　一方、最年少の参加者は、来年就職活動を

控える大学生のかほさん。「業界も絞りきれて
いないし、面接でうまくいくか不安」という悩
みに、「自分らしくいることが大事」「かほさん
はいい子だから大丈夫。目を見ればわかる」と
大人たちからアドバイス（？）。かほさんは「素
敵な大人たちと出逢えて嬉しかった！　頑張る
勇気をもらえました」と話してくれた。

参加者が途中で
お皿をもらいに抜け出した !

　また、会の枠組みを超えたつながりが生ま
れる場面も。「神二の美容室のオーナーさんが、

店内には、飯島さんのひ
いおじいさんが同じ場所
で魚屋を開いていたとき
の「千社札」が残る

この会のために奥さんが手書きのメニュー
表も用意してくれた！　牛肉たたきのせ
サラダ（700円）、ひき肉となすのグラタ
ン（950円）、明太子となすとしめじのパ
スタ（1,000円）。
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SHOP DATA

ロートロ
住所▶神宮前2-13-6　
営業時間▶11時半～15時半、
17時半～22時半
定休日▶日
電話▶03-3470-1718

いらないお皿を引き取ってもらいたがってい
る」という「神二ニュース」が話題に上がり、
それを聞いた参加者の一人・井上さんが「そ
したら私、今からもらいに行ってきます！」と、
会を抜け出してお皿を受け取りに行くことに。
普段コーチングの仕事をしていて、本も書い
ているという井上さんは、お礼の代わりにと自
身の著書を持参し美容室を訪問。オーナーさ
んと初めましてを言い合ったあと、無事に物々
交換が成立した。
　会を終えて、「神二で出会うと初対面でもな
ぜかすぐに打ち解けられる」ことをあらためて

店主の飯島智紀さんと、奥さんの美穂さん。

感じさせられた。この先も参加者同士でのお
付き合いが続いたり、そこからまた新たなつな
がりが生まれてくれたら、われわれ編集部とし
てもこれほど嬉しいことはない。

神二の美容室「CURE」のオーナー・芦澤さんから、お
皿を譲り受けた井上さん。持参していた井上さんの著書
と物々交換した

「神二で友達つくろうの会」第2弾開催　ロートロで料理とお喋りを楽しみました!

近所のバー「緑」のマス
ター・カツオさん。「友
達つくろうの会」がある
と聞いて、バーの紹介を
しに来てくれた

参加者の清水さん
夫妻がおみやげとし
て持ってきてくれた、
自家製の柿
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眞吉

Shinkichi

神二の店探訪

上・メジマグロを捌く様子を間
近で見せてくれた中静さん
左下・サービスで出してくれたメ
ジマグロの中落ち。本マグロの
子で、あっさりして食べやすい
右下・刺身7種盛り（980円、3
人前）

本館場末店
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かせるなどの判断をします」。仕入れで毎日
やりとりする豊洲の魚市場の人との会話から、
新しく学ぶことも未だに多いという。
　中静さんがリーダーとして、スタッフに最
初に教えることは？と聞くと、「元気に挨拶
すること」とシンプルな答えを返してくれた。
「せっかく活きのいい魚を扱っているのに、
スタッフに活きが無かったらお客さんもつま
らないじゃないですか。真剣に魚と向き合う
ことと、魚の活きの良さに負けないこと。鮮
魚が自慢の店として、うちが心がけているこ
とですね」。

　神二商店街のちょうど中ほどに店を構える
「眞吉　本館場末店」は、鮮魚を専門とする
居酒屋だ。「毎朝の仕事は、今日のメニュー
構成を考えるところから始まります。天候や
海の状態によって仕入れの状況も変わるの
で」と話すのは、店長の中静秀輔さん。
　喫茶店を経営していた両親の影響もあり、
18歳で調理師専門学校へ進んだ中静さん。
しかし卒業後すぐに勤めたのはイタリアン店
だったという。「当時は“洋食の方がかっこ
いい”みたいに思ってたんですよね。でも
せっかく海に囲まれて、四季折々の魚が味わ
える日本にいるなら、和食の道に進みたいな
と。それで10年前から眞吉に勤め始めたん
です」。
　魚と向き合う毎日は、終わりのない勉強の
ようなもの。例えば同じ魚でも、刺し身にす
るか煮付けにするかは、個体差やその日の仕
入れ状況によっても変わる。「鮮度が良けれ
ばいいというものでもなくてね。例えば、マ
グロやブリ、クエとかの大きな魚は、鮮度が
良すぎると脂の旨味や味が出ないんですよ。
下処理をしながら、その日には使わず一晩寝

新人スタッフへの最初の訓
おし

えは
「魚の活きの良さに負けるな!!」

眞吉　本館場末店
住所▶神宮前2-19-16　
電話番号▶03-3401-3917
営業時間▶月～金11:30～

14:00（ランチ） 、
17:30～24:00／

　　土16:00～24:00／日・祝日16:00～23:00
Web▶http://www.shinkichisan.com/

S H O P  D A T A

文・撮影＝松村小悠夏
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⬆
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宿 JR千駄ケ谷駅

東京メトロ副都心線北参道駅

都営大江戸線国立競技場駅

國學院高校
渋谷神宮前郵便局

はぁとぴあ原宿 リカーズ猪瀬

ハチ公バス千駄ヶ谷二丁目

都営バス［池86］千駄ヶ谷小学校前

都営バス［黒77］神宮前二丁目

都営バス［早81］千駄ヶ谷二丁目

都営バス［黒77］
霞ヶ丘団地前

東京体育館

ローソン

新国立競技場

国立能楽堂

鳩森八幡神社

千駄谷小学校

仙寿院

青山高校

都営バス［早81］
霞ヶ丘団地前

ハチ公バス神宮前二丁目

ハチ公バス渋谷神宮前郵便局

ハチ公バスはぁとぴあ原宿入口

ハチ公バスハチ公バスハチ公バスハチ公バス神宮前二丁目
神宮前二丁目

至
渋
谷⬆

メインステージ

●ステージ・出店の内容や場所は変更になる場合があります。●雨天時は飲食出店のみ開催します。●会場内に駐輪場はありません。自転車でのご来

場はご遠慮ください。●ステージでバンド演奏を行いますのでご了承ください。●11～16時の間、イベントスペースは車両通行止めとなります。ご迷惑を

おかけして申し訳ありませんが何卒ご了承ください。

ピープルデザインストリート Vol.9

プログラム制作：神宮前二丁目新聞（ポット出版）　6,000部/上質90kg

PEOPLE 
DESIGN
STREET

vol.9

10月14日月 祝・ 11:30~15:30

2019年

見て、食べて、体験して、子どもも大人も楽しめるみんなのお祭りです。

主催：神宮前二丁目商和会

神宮前二丁目商店街の道路を車両規制して、
商和会加盟店による1日限定の出店やさまざまなステージ、体験イベントを行います。

年齢、性別、国籍、ハンディキャップの有無に関わらず、誰もが楽しめます！
株式会社 田谷
〒150-0001  東京都渋谷区神宮前2-18-19
TEL　03-5772-8401（代表）URL　http://www.taya.co.jp/

電車でのアクセス

バスでのアクセス
●ハチ公バス［神宮の杜ルート］はぁとぴあ原宿入口 下車。徒歩約5分

●都営バス［池86］千駄ヶ谷小学校前 下車。徒歩約5分
●都営バス［早81］千駄ヶ谷二丁目 下車。徒歩約3分
●都営バス［黒77］霞ヶ丘団地前 下車。徒歩約3分

　  …このマークの「ハチ公バス」バス停は、
10/14（月・祝）11:30～16:00の間、一時休止になります

●JR「原宿駅」から徒歩約15分●JR「千駄ヶ谷駅」から徒歩約15分●都営大江戸線「国立競技場駅」から徒歩約15分
●東京メトロ副都心線「北参道駅」から徒歩約10分
●東京メトロ副都心線／千代田線「明治神宮前駅」から徒歩約10分

●東京メトロ銀座線「外苑前駅」から徒歩約10分

子どもも大人も楽しめるみんなのお祭りです。

2019年10月14日（月・祝）11:30～ 15:30　神宮前二丁目商店街

［問い合わせ先］03-3478-1774（ポット出版内・神宮前二丁目商和会）

［主催］神宮前二丁目商和会　［企画運営］ピープルデザイン研究所　［後援］渋谷区

［協賛］アルファ ロメオ（FCAジャパン株式会社）　
［協力］東京ヤクルトスワローズ・サンロッカーズ渋谷・パークジャパン・コインパーク・伊藤園・TAYA・空人（そらじん）チーム：Prop 

Tech plus株式会社（敬称略・順不同）

会場はこのエリア10/14（月・祝）11～16時の間、車両通行止めとなります

ピープルデザインストリート

200m

車いすなどでのトイレはこちら

登場順は
変更になる
可能性が
あります

❶バルーンアートフルーツおじさんとっしー「もつなべ 旦過」（地図❸）のスタッフであり、
吉本興業に所属する「フルーツおじさんとっ
しー」による、バルーンアートショー。いつもイ
ベントで子どもたちに大人気のバルーンアート
を、間近で見られるチャンスだ！❷自然災害 科学実験教室Dr.ナダレンジャー雪崩など自然災害のメカニズムを研究している

「Dr.ナダレンジャー」が、自然災害の難しい原理
を、子どもにもわかりやすく・楽しく解説します。❸みんなで記念撮影神二商和会のスタッフや、渋谷区の公式マスコッ
ト・あいりっすんと一緒にみんなで記念撮影をし
よう！

❹ウィルチェアーラグビー選手紹介・紙芝居
渋谷区オリンピック・パラリンピック推進課
パラリンピックの公式種目・ウィルチェアーラグビー日
本代表選手の紹介と、オリンピック・パラリンピックの
ことがもっとよく分かる紙芝居。

❺未定
出演交渉中!

❻バンド演奏
はとのもりブラザーズ結成約2年、千駄ヶ谷で働くおやじたちによるバンド演
奏。定年後にドラムを始めたメンバーも含め、毎月の練
習の成果を披露！
神宮前二丁目楽団地元・神宮前二丁目の演奏好きが集まってできたチーム

「神二楽団」。神二の中華料理「紫金飯店 原宿店」や、バー

「緑」のスタッフも登場。
❼パネルシアター&コカリナ演奏&ダンス
渋谷保育園や千駄谷小学校の卒業生などによるパネル
シアターやコカリナ演奏。ガールズヒップホップダンス
も！

❽クロージング
体験・イベントコーナーに参加した感想を、来場者にイ
ンタビュー。

神二商和会主催「ピープルデザインストリート」報告

雨にも負けず
商店街がにぎわった
2時間半の秋祭り

当日の朝礼。傘やカッパ姿で行うのは、本イベント史上初

4カ月の準備期間を経て…
　ピープルデザインストリートの企画や準備は、
神宮前二丁目商和会の有志で結成された「活
性化実行委員会」を中心に、6月から進められ
てきた。月に一度、委員会メンバーがそれぞ

10/14（月・祝）に行われた神二商店街のお祭り
「ピープルデザインストリートVol.9」。
2014年の初開催以来、
天候に恵まれ続けてきたこのイベントだけど
今年はあいにくの雨…。
主催の神二商和会スタッフによる事前準備から、
当日の様子までをレポートします。

出店者やボランティア
スタッフに向けた実行
委員会からの案内文。
当日の天候に応じた対
策をまとめている

事前に近隣へ各戸配
布されたイベントのパ
ンフレット

文＝上野絵美　撮影＝松村小悠夏
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れの仕事を終えた平日の夜、神二新聞編集部
もあるポット出版に集まって（シラフで）会議
を開いていたのだ。しかしイベント数日前から、
台風の影響で天気はなにやら怪しげに…。

雨だけど…イベントやります!
　イベント当日、朝7時。期待もむなしく神二
にポツポツと雨が降る。8時頃になると、委員

会メンバーによるLINEグループのやりとりが
活発になってきた。小雨で済みそうと判断して、
催し物やステージでのバンド演奏などは中止
するものの、テントの下で販売できる飲食ブー
スをメインに小規模で開催！とあいなった。
　10時、商和会役員、出店者、ボランティア
スタッフが集まって朝礼が行われた。レンタル
していたテントや長机なども届き始め、設営を

ミニバス体験。ミニゴールを使って、地元の小学生バスケチームが熱心に指導！

親子で工作体験。今年のテーマは
「メタリックピープルをつくろう」

冷たい雨の中、通行止めの交通整理をしていたイベントスタッフたち

飲食スペースもテント内で。小雨になってくると、親子連れでにぎわった

9



開始する。9回目ともなれば設営も慣れたも
の！…のはずだったけど、急遽、小規模開催と
なった今回は少し勝手が違う。冷たい雨が降
りそそぐ中、みんなで協力して準備を進めた。
　11時30分、いよいよイベント開始。車両規
制して広々とした車道に、飲食・休憩用のパ
ラソルやテーブルが並ぶ。昨年までの平均来
場者数は約6000名だったが、果たして今年は

どうなるのか…!?　心配するスタッフたちが安
堵したのは、雨も小ぶりになってきた12時頃。
少しずつ人が集まり始め、飲食ブースもにぎ
わってきた。そして14時頃、イベントはゆる
やかに終了。雨にも関わらず、なんと約2400
名も集まったそうだ。
　「ピープルデザインストリート」は、来年の
10月も開催予定。次回は晴れますように！

商和会加盟店による飲食販売ブー
スはこんなにたくさん！　あちこち
から元気な呼び声が聞こえた

本イベント恒例・道路への
らくがき大会は、今年も人気

10　



「神宮前二丁目商和会」連絡所

●クリーニングシマダ
住所▶神宮前2-13-6　電話番号▶03-3401-5902

●（有）フジタフォート
住所▶神宮前2-20-10　電話番号▶03-3470-1210

●ポット出版
住所▶神宮前2-33-18-303　電話番号▶03-3478-1774

●ヤマザキショップ原宿店
住所▶神宮前2-20-13　電話番号▶03-3408-1350

イベントへの出店やステージでの出し物、ボラン
ティアスタッフとしての参加に興味のある方は、
以下の「神宮前二丁目商和会」連絡所まで！
［▶お店・会社の地図は裏表紙へ］

ドローンプログラミング体験。ドローンを動か
す方向やタイミングをプログラミングするため、
数時間ものあいだ集中していた子どもたち

ステージは中止になったが、気合いの入った生演奏で盛り
上げる地元バンド「神二楽団」
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街を支えるキーパーソンにインタビューするこのコーナー。
第3回の登場者は、神宮前二丁目エリアが加盟する
「千駄ヶ谷二丁目町会」の町会長、新井清一さん。
不動産会社の顧問として、町会長として、
地元をよく知る新井さんに
街との関わりや、自身の生い立ちを聞いた。
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［神二でロングインタビューvol.3］

不動産も
町会の仕事も
大事なのは
人とのつながり
新井清一さん

新井清一さん
あらい・せいいち／1943年生まれ。神二商和会に加盟している不動
産会社「リッツウェル」（千駄ヶ谷2-7-5）顧問。2016年から千駄ヶ
谷二丁目町会の町会長を務める。

文・撮影＝松村小悠夏 13



年に100人以上と関わる町会長の仕事

　千駄ヶ谷二丁目の町会長を務めて今年で3
年目となる新井さん。地域に密着した不動産
会社「リッツウェル」の顧問として昼夜問わ
ずお客さんのもとを訪ねる、仕事人としても
バリバリの現役だ。
　町会の役員さんたちに新井さんについて聞
くと「歌がプロ並みに上手」「元バスケ部な
だけにスタイルがいい」「自分が一回り年下
なのに、いつも新井さんのほうが若く見られ
る」と、数々の評判に事欠かない。「いやぁ、
若づくりしてるだけだよ」と笑う新井さんに、
まずは町会長としての仕事内容を聞いた。

　「ごみ収集のルールの整備とかイベントの
運営とかさまざまあるけど、僕がいちばん大
事だと思うのは、いろいろな人と関わること
かな」。警視庁や消防署、NPO法人などの他、
お祭りに向けて明治神宮や鳩森八幡神社の神
主さんともお付き合いがあるという。
　職業・立場・年齢問わず、どんな人とも関
わらなければならない仕事。人付き合いが苦
手な私からするととても大変な役割に思える
けれど、新井さんは昔から人付き合いが得意
だったのだろうか？
「うーん。確かに幼いころから友達は多いほ
うだったけどね。ただ、誰とでも関わること
ができているとしたら、それは若いころから

左・今年9月に行われた、千駄ヶ谷二丁目町会のお祭り。お神輿は鳩森八幡神社を出発し、千駄ヶ谷二丁目～神二をぐるりと周る
右・お祭りを取り仕切る「祭礼委員会」のメンバー。中央が新井さん（写真提供＝大友良一さん）
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続けてきた不動産の仕事のおかげだと思うよ」。

30代半ばで飛び込んだ不動産の世界

　新井さんがこの街にやってきたのは28歳
のとき。大阪から上京し、神二の向陽ハイツ
に住んだ。数年後、友人と二人で六本木に不
動産会社を立ち上げる。それまでは不動産業
界とは関係のない仕事に就いていたという新
井さん。なぜ「不動産」だったのかと聞くと、
「資本がいらないからね」という答えが返っ
てきた。
「例えば八百屋さんだったら、最初に商品と
しての野菜を仕入れてお店も構えなきゃいけ
ないでしょ。でも不動産はお客さまの建物や
土地が商品だから、初期費用が少なくて済む
んだ」。
　その代わり最初は足で稼ぐ日々だった。馴
染みのない六本木の土地で、朝から晩まで近
くのマンションや会社をまわる日々が続く。
「不動産は人様の大事な財産だからね、信頼
関係がない相手には任せられない。信頼を築
くことがいちばんの近道なの。それには相手
を選り好みなんてしていられないでしょ。そ
れに信頼を築けば、最初は“自分と気が合わ

［神二でロングインタビューvol.3］新井清一さん

ないな”と思っていた人に対しても、違う一
面が見えたりするしね」。

小さくてゆるいつながりを大切に

　現在は「リッツウェル」の顧問として千
駄ヶ谷・神宮前の不動産に関わる一方で、街
のリーダーとして活躍する新井さん。町会長
として心がけていることを聞くと、「意外と、
不動産の仕事と同じかもね」と答えてくれた。
「つまり足を使う・足で稼ぐってこと。例え
ば俺は、週に2・3回は、神二や千駄ヶ谷の
お店で飲んでるんだ。もちろん楽しいからだ
けど、顔馴染みをつくるという目的もあって
ね。顔だけでも覚えてもらえたら町会を身近
に感じてもらえるかもしれないし、加入する
人も増えるかもしれない」。
　町会長が采配を振るうから街が変わるので
はなく、人のつながりで街が変わるんだと思
う、と話す新井さん。
「小さくてゆるいつながりを一人ひとりが意
識して大切にすることが、街を動かす大きな
力になっていくんじゃないかな。……あれ、
なんで俺、こんな真面目なこと語ってるん
だ？（笑）」
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神宮前二丁目新聞 第16号
2019年12月5日発行　8,000部　両面4Cマットコート90kg

発行▶ポット出版　表紙イラスト▶市村ゆり
制作協力▶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　Web▶http://jin2news.net/

「神宮前二丁目新聞を作ろう」という話が出たのは、今から約5年
前。ポット出版は2000年からこの地に事務所を構えていましたが、
神二に詳しいスタッフはいませんでした。でも、普段の仕事を生

かして何かおもしろい媒体を作ってみたいと思い、制作をスタート。誌面作りの
他、ご近所さんとの「公開編集会議」などのイベントもいつも手探りでしたが、
神二で暮らす、働く、遊ぶみなさんの協力のおかげで続けることができました。
創刊前、冊子版の形は「かわいいから真四角で！」と私がノリで決めたあと社長
に怒られたのも、今となってはいい思い出です。次回で最終号となりますが、ど
うぞよろしくお願いします！（上野）

編集後記

神宮前二丁目新聞 検索WEBサイトはこちらから

MAP 誌面に登場したお店・会社
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神宮前二丁目新聞
次回・第17号が
最終号なんです…!

千駄谷小学校

2015年3月に創刊した「神宮前二丁目新聞」ですが、次号で廃刊することになりました。
最終号となる第17号（2020年1月発行）、ぜひお楽しみに！

眞吉（p6）

CURE（p5）

緑（p5）




