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神
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に
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。
今号が最終号です。

ポット出版



文＝松村小悠夏　編集=沢辺均
取材協力＝ビラ・フレスカ、島田一弘

小泉さんのエッセイ『黄色いマンション 黒い猫』
（スイッチ・パブリッシング）の書名の由来に
もなっている「ビラ・フレスカ（神宮前2-30-
22）」にて。「フレスカの部屋の窓からぼーっと
外を見てたら、カラスと目が合って、窓越しに
突撃されたことがあるの。怖かったな～」。

神二に関わる人にインタビューしてきたこのコーナー。
最終号の今回は、20歳のころ
神二にあるマンション「ビラ・フレスカ」に
住んでいた小泉今日子さん。
雑誌『SWITCH』での
自身の連載「原宿百景」で
エッセイやゲストとの対談とともに
原宿～神宮前をナビゲートするなど、
今もこの街とつながりを持ち続ける小泉さんに
神二での思い出を聞いた。
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こいずみ・きょうこ　1966年2月4日生まれ。16歳で芸能界デビュー
し、現在は女優として活躍する一方、「株式会社明後日」代表取締
役として舞台やイベント等の開催を精力的に行っている。2020年3
月25日（水）には、自身が朗読を行う「マイ・ラスト・ソング」を
世田谷パブリックシアターにて公演。詳細は株式会社明後日ホーム
ページ（https://asatte.tokyo/）から。 3



年明け、小泉さんに取材依頼を送った

　神二新聞最終号の企画会議で、社長が「小
泉今日子さんにインタビュー依頼を送ってみな
いか」と言った。
　小泉今日子さんといえば、編集部の向かいの
マンション「ビラ・フレスカ」にかつて住んで
いたことがあり、雑誌『SWITCH』の自身の連
載「原宿百景」では千原公園や外苑マーケット、
神二にある和田誠事務所でのカットも収録して
いるなど、この街にゆかりの深い方だ。
　とはいえ神二新聞編集部には小泉さんへの伝

つ

手
て

は何もない。しかも社長はその上さらに付け
加えて、「取材謝礼はいつもの神二新聞の取材
どおり、無しで。ダメ元でいけ！！」。
　しかし取材依頼を送ったわずか半日後、事務
所のスタッフさんが「喜んでお引き受け致しま
す」とお電話をくださった。嬉しさよりも驚き
に包まれる編集部。

テージ衣装を担当していたデザイナーの中野裕
通さんがおけいずしに連れて行ってくれたこと
もありました。イクラが散らしてあるお寿司の
ケーキを特注してくれて、お祝いしてもらった
んですよ」。

ビラ・フレスカと伝説のクラブ、ピテカン

　小泉さんが原宿に住み始めたのは18歳。中
学生のころから毎週日曜に訪れていた原宿に、
デビュー後も遊びに通っていた小泉さんだが、
知名度が上がると共に、「キョンキョンだ！」と
すぐ声をかけられるようになってしまった。
　「好きな街なのに歩きづらい。じゃあどうせな
ら住んじゃおう、と決めたんです」。
　ただし、ファンに住まいがばれてしまうため
同じ場所に2年以上は住めない。そこで20歳の
ころ引っ越したのが、ビラ・フレスカだった。　　
　「白と黄色の外壁のデザインがすごく気に
入って、不動産屋さんが挙げてくれた候補の中

　約一週間後、編集部のあるポット出版に来て
頂くことになった。

記憶に残る神二の店・場所は?

　まずは、小泉さんの思い出に残る神二のス
ポットを聞いた。
　「やっぱり、ビクタースタジオは私の青春です
ね。収録中には紫金飯店、ヘンドリクス、ほそ
島や、丸屋そば（2017年に閉店）から出前を
取ってました。丸屋さんのかき揚げ蕎麦は男性
スタッフたちに人気で。一度便乗して頼んだん
だけど、かき揚げがものすごく大きく、私には
油の量が多すぎたようで、もどしちゃったこと
があります（笑）」。
　デビュー当時の小泉さんは16歳。収録後、　
遅い時間になったときは、大人たちが神二のお
店に連れて行ってくれた。
　「鳥伝で焼き鳥食べたり、ぎっちょんで焼き
おにぎり食べたり。20歳の誕生日には、当時ス

［神二でロングインタビューvol.4］小泉今日子さん

から決めました。居抜きで借りたんですが、大
家さんが置いてくれていた家具もアンティーク
で、大人っぽくて。ただ、古いからオートロッ
クが無いので、夜は玄関の柵が閉まっちゃうん
ですよね。当時のボーイフレンドたちが遊びに
来るときは、いつも柵を乗り越えて来てました
よ」。
　フレスカから歩いて1分以内のクラブ「ピテ
カントロプス」にもよく通った。現在はメキシ
コ料理店「フォンダ・デ・ラ・マドゥルガーダ」
となっているこの場所は、かつてはMUTE 
BEATやMELONといったバンドがライブを行う
伝説のクラブだったそうだ。
　「地下への階段を下る途中で坂本龍一さんと
すれ違って、『僕はこれからバーに行くよ。よ
かったら後でおいで』って声をかけてもらった
りね。未成年だったから、私はバーに入れない
んだけど（笑）。周りの大人たちが、大人の世
界への入り口を教えてくれる街だったんです」。
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千原児童遊園地（神宮前2-31-5）にて。当日の
朝は曇り空だったが、撮影を開始すると共に日
が差し青空に。「デビュー当時から、撮影で雨に
降られたことってあまりない」と言う小泉さん。
自他共に認める晴れ女だそうだ。

2007年より講談社の写真部に所属し、2014年に独立。
女性ファッション誌、ビューティー誌等で活躍中のカ
メラマン。神二在住のカメラマンとして、撮影を引き
受けてくれた。愛猫をモデルとした『猫と楽しむニャ
ンスタグラムのすすめ』（インプレス）が発売中。

二つの思い出が中和する特別な街

　最後に、今回なぜ神二新聞の取材を快諾して
くれたのかを聞いた。
　「原宿は私にとって、一人の人間としてのス
タートがある街なんです。たとえば新宿は、小
さいころ親に連れられて遊びに来た、家族の思
い出がある街。でも原宿は、中学生のころ初め
て親から離れて、自分一人で遊びに来た街。こ
こに来ると、何も持っていなかったころの自分
を忘れないでいられるっていうのかな」。
　そんな街のフリーペーパーが無くなると聞い
て、これは取材を引き受けないと神様に怒られ
ると思いました、とにっこり笑う小泉さん。
　「結局この街が、もともとの自分と言うと大げ
さかもしれないですけど、ただの“5人家族の
末っ子のわたし”と、おおやけになっている“小
泉今日子”を中和してつなげてくれるんですよ
ね。どちらの思い出もある、唯一の場所。自分
にとっては、特別な街なんです」。

［神二でロングインタビューvol.4］小泉今日子さん

撮影／浜村菜月（神二在住カメラマン）

［▶インタビューに登場したお店や場所の地図は裏表紙へ］6　



今年で10周年を迎える、北九州出身の大将の店

もつ鍋 旦過

Motsunabe Tanga

神二の店探訪

文・撮影＝松村小悠夏

　いつも神二の常連さんであふれる「もつ鍋・
旦過」が、今年5月で10周年を迎える。店名は
北九州市にある「旦過市場」から付けられた。
44年前、大将の西村和行さんが飲食の世界に
足を踏み入れた場所だ。
　「19歳のとき、20席ほどの焼き鳥屋を始めた
の。ちょうど結婚して子どもができたころでね。
それまでは大学に通ってたんだけど、生活のた
めには稼がないといけないから、飲食の世界に
入った。市場のメイン通りにあったから、集客
に困ったことはあまり無かったな」。
　店は軌道に乗り、39歳で店長を後任に譲っ
た。その後西村さんが始めたのは、中古車の販
売店。小学校の卒業文集に「レーサーになりた
い」と書いたほど車が好きだったそうだ。販売
店は息子さんが後を継ぎ、西村さんが再び飲食

の世界に戻ったのは50歳。単身赴任で上京し、
店を始めた。それが「旦過」だ。
　もつやホルモンは九州にいる奥さんが現地で
仕入れて、クール便で送ってくれる。安くてう
まい焼き鳥も九州流で、「鶏皮50円」は西村さ
んが19歳のときの価格設定のままだ。節目の年
を迎えた今、「早く引退したいよね」と笑いつつ、
「でも、もう一つお店を持ってみたい気持ちもあ
るな」と言う西村さん。
　「19歳のときから仕事がつらいと思ったこ
とって無いんですよ。だって生活のためだから。
それはうちのスタッフもきっと一緒。だから毎
日閉店後は一緒にまかないを食べて、バカ話を
するんです。それでまた明日も頑張れる。11年
目からも、スタッフみんなで和気あいあいとやっ
ていくのが目標です」。

もつ鍋 旦過

S H O P  D A T A

住所▶神宮前2-15-2　電話番号▶03-6447-2324
営業時間▶月～金17:00～24:00（L.O.23:30）／土・日・
祝日17:00～23:00（L.O.22:30）
メニュー▶生ビール550円、角ハイボール450円、枝豆
400円、焼き鳥10本盛り合わせ1,480円、鶏の半身唐揚
げ1,400円

左・九州産の焼酎が並ぶ／右・もつ鍋（1,200円、1人前）。鉄
鍋は職人による特注品。鉄が分厚いため保温性に優れている
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若い仲間を増やしたい !
土曜20時の町内パトロール

小山田晃浩さん

Oyamada Akihiro

神宮前二丁目の人
文＝松村小悠夏　撮影＝Nさん（千駄ヶ谷勤務）

左・拍子木を打ち鳴ら
すのは、御年71歳の大
先輩
右・毎年9月中旬に行
われる鳩森八幡神社の
お祭りも、若い力が求
められる町内会の大イ
ベント

町内パトロールの参加者募集中!
日時▶第1・第3・第4土曜　20時～
集合場所▶千駄ヶ谷クリーニング（神宮前2-23-3）前
問い合わせ▶03-3401-3605（大友）

　しんしんと冷え込む1月下旬、土曜の20時。
神二商店街の千駄ヶ谷クリーニング前に、蛍光
色のゼッケンを身に着けた数人が集まってきた。
手には拍子木やライトを持っている。その中に
ひときわ若い姿があった。4年ほど前からこの、

町内防犯パトロールに参加しているという小山
田晃浩さんだ。
　「千駄ヶ谷クリーニング前を出発して、30分
～1時間くらいかけて神二をパトロールします。
細い路地に入っていくと、お店の人が『お疲れ

様です』って声をかけてくれたりするんですよ」。
　7年前に神二に引っ越してきた小山田さん。
同じマンションに住むご近所さんが町内パト
ロールの存在を教えてくれた。現在37歳の小山
田さんにとって、他のメンバーは30歳ほど年上
の先輩たちだ。
　「平日、会社に向かう途中に道ですれ違うと、
『おう！行ってらっしゃい』って手を振ってくれ
たり。こんな都会のど真ん中で下町のような付
き合いがあると思っていなかったけど、知り合
いが街に増えると安心して過ごせますね」。
　若い世代の仲間を増やすためにも、まずは自
身が細く・長く参加し続けたい、と小山田さん。

　「この町内パトロールも、昔は人数が多かっ
たので2チームに分かれて、原宿駅の方まで回っ
ていたそうなんです。またそれくらいメンバー
を増やせたらいいな。自分もそうでしたが、初
めは『町会の集まりってよくわからない』だろ
うと思うので、まずは気軽に参加できる町内パ
トロールを覗きに来てもらえたら嬉しいです。
おしゃべりしながら、一緒に町を回りましょう！」。

左から4番目が小山田さん。今年初の防犯パトロールにて

町内防犯パトロールのメンバー
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“町の駆け込み寺”を目指す
神二生まれ、神二育ちの院長

阪口治療院

Sakaguchi Chiryouin

神二の店探訪

文＝松村小悠夏　写真提供=阪口治療院

　神二の東端には「勢揃坂」と名付けられた古
道がある。新国立競技場を背に、ゆるやかに蛇
行する坂道を登りきると、右手に細い路地が現
れる。この路地に3年前、小さな治療院が開業
した。院長は阪口誠一さん。神二生まれの神二
育ち、千駄谷小学校出身の33歳だ。阪口さん
と鍼灸の世界をつないだのは、千小時代に始め
たバレーボールだという。
　「小4のときにバレー部ができて、都大会にも
出たんです。僕らの卒業と同時に無くなっちゃっ
た、幻のクラブなんですけどね」。
　その後、阪口さんはバレーボールの強豪校に
進学。しかし高校時代、練習中にケガをし治療
のため鍼灸院に通った。そのときはまさか自身
が鍼灸師になると思っていなかった阪口さんだ

が、やがて進路選択の時期が近づいてくる。
　「高3の夏なのに、何も考えてなかったんです
（笑）。でも、自分が治療を受けた経験から、ス
ポーツを楽しむ人の支えになる仕事っていいな
と思い、鍼灸の専門学校に通いました」。
　開業して3年。「鍼治療を受けたいけど、怖い」
という人にはいちばん細い直径0.14ミリの鍼を
使ったり、「刺す」のではなく「突っつく」治療
をしたりと、一人ひとりに合わせた治療を行う。
「突っつくだけでも皮膚がゆるみ、筋肉のこわば
りが解けるので凝りの解消になります」。
　患者さんと一対一で向き合えるこの仕事が好
き、と語る阪口さん。「痛くなったらあそこに行
けば大丈夫」と思ってもらえる、“町の駆け込み
寺”になることが今の目標だ。　

阪口治療院

C L IN I C  D ATA

住所▶神宮前2-4-20　電話番号▶080-9808-2440
営業時間▶月～金10:00～13:00、16:00～19:00／土・
祝日10:00～15:00
メニュー▶はり灸・整体コース（50分）4,000円、マッ
サージ・整体コース（50分）6,000円。初回診療のみい
ずれも+500円

鍼灸は「体だけでなく心も治療する」ことが
大切だと話す阪口さん。いちばん痛い箇所は
どこか、眠れないなどの悩みはないかを丁寧
に聞き出している

常連さんの中には
日本フェンシング
協会会長の太田雄
貴さんも

左が最も太い鍼（0.3mm
径 ）、 右が 最も細い 鍼
（0.14mm径）。

13



Ji ngu m ae 2 chom e Des i gn Pr oj ect

デザイナー

神
じん

やっこ
プランナー

宮
ぐう

やっこ

みんなで
一緒に大きな虹をつくりましょう!［#012  神二姉妹、新たな活動のステージへ !］

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、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。

P R O F I L E

※1……性的少数者の総称。L（レズビアン）・
G（ゲイ）・B（バイセクシュアル）・T（トランスジェ
ンダー）・Q（クエスチョニング）の頭文字をとっ
たもの。
※2……出生時に割り当てられた身体の性に違
和を感じ、異なる性を生きる人、生きたいと願う
人

文=宮やっこ

宮やっこ▶姉さん、神二のみなさん
が心配してたみたいですよ。「二人
が別れちゃったのかも」と。
神やっこ▶2019年の僕らは、神宮前
六丁目と浮気してたからね（笑）。
宮▶その言い方、語弊があります
よぉ（汗）。ラグビーW杯に合わ
せて、原宿ラフォーレの向かいに
LGBTQについての情報発信ポッ
プアップスペース「プライドハウ

ス東京」をつくってたんですよね。
神▶たくさんの方が遊びに来てくれ
たよね。LGBTQ（※1）にとって
「スポーツ」は実はちょっと居心地
が悪いこと、伝わってくれてたら
嬉しいね。
宮▶男女に分かれる競技が多かっ
たり、男らしさが重要なマッチョ
なカルチャーだしね。そのプライ
ドハウス東京から生まれた企画、

いよいよこの春開催ですね！
神▶「スポーツをみんなと一緒に楽
しむ日」をテーマに、昨年大成功
だった企画を、我らの街に！
神＆宮▶「東京レインボーマラソン
2020」!
宮▶新しい国立競技場を見ながら、
神宮外苑の周りを走るイベントで
す。競技性の高いハーフマラソン・
10㎞・5㎞マラソンのほか、気軽
に参加できる2㎞マラソンや、ファ
ミリーラン1.5㎞、仲間と参加でき
るハーフリレーマラソンもあるか
ら、どなたにもおすすめ！
神▶僕はウォークイベントに出るよ。
新宿二丁目まで街の歴史を辿りな
がら、みんなで歩いて戻ってくる
企画。夜の新宿二丁目も楽しいけ
ど、昼間は新鮮！

宮▶ウォークならワンコといっしょ
に参加できますしね。神二ワンコ
ネットワークのみなさんも、ぜひ。
神▶ワンコ用のTシャツもつくる?　
レインボーのやつ。
宮▶それいいですね！　参加賞でも
らえるTシャツは、赤・橙・黄・
緑・青・紫、6色ある中から選んで
もらって、みんなで大きな虹をつ
くるんです。ワンコ用のTシャツも
配れないか、イベント会社さんに
聞いてみますね。
神▶LGBTQのシンボルの6色レイ
ンボーフラッグ、東京2020オリパ
ラでもはためいて欲しいなあ。
宮▶この東京大会、オリンピック憲
章が変わり、カミングアウトして
参加するLGBTQの選手が100人
を超えるんじゃないかと注目され

ているんです。オープンなトラン
スジェンダー（※2）の選手も参加す
ると言われてます。
神▶神二にもたくさんの人が遊びに
来るはず。
宮▶いろんな人をウェルカムしたい
な。世界一グローバル＆カラフル
なローカルタウンとして、みんな
で虹をつくりましょう！　姉さん、
神二オリジナルのレインボーフ
ラッグのデザイン、お願いします！
神▶任せといて！

2019年に行われた「東京レインボーマラソン」の様子。立川の国営昭和記念公園で開催

東京レインボーマラソン2020概要
日時▶4月5日（日）
エントリー期限▶3月29日（日）23:59
会場▶明治神宮外苑周辺特設会場+周回コース
主催▶東京レインボーマラソン実行委員会
共催▶プライドハウス東京
後援（予定）▶渋谷区、新宿区、港区
企画・運営▶㈱スポーツワン
Web▶https://sportsone.jp/rainbow/

4月5日（日）
明治神宮外苑に
みんな集まれ!!

久しぶりの登場、神二姉妹 !
2020年に向けて世界で一番グローバルなローカルタウンを目指し、

神二デザインプロジェクトを推進してきた二人が、どでかい企画をひっさげて帰ってきました。
東京2020オリンピック・パラリンピックを、史上最もカラフルに！？

レインボーがはためく
イベントで、

またお会いしましょう!!
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神二のみなさん
ありがとう!

2015年3月に創刊してから17号を発行してきた神二新聞。
廃刊にあたり、これまでご協力くださった取材先をまとめました。

よく知っているあの人の名前、
いまは無くなってしまったけれど懐かしいお店の名前。

気になる号を見つけたら、過去の誌面を覗いてみてくださいね。
※店名・会社名などは取材当時のものです　※掲載は50音順

お店・事務所
•藹藹（11号）

• I LOVE けんちゃん（5号・11号）

•青山熊野神社（9号）

•アジアンランチ原宿1号店（2・15号）

• AZ Finom（2・4・7号）

•㈱アトリエ雅（3号）

•アトリエユンヌ（4号）

•アフターサヤック（4・3・11号）

• Aminima（7号）

•ありんこ（3号）

• alnico TOKYO（3号）

• irodori（1・2・3・5・7・10号）

• vineria HIRANO ヴィネリアヒラノ（3号）

• Wahl & Case（10号）

•うさぎおうどん（2・4号）

•宇宙食堂（15号）

• STビル（3号）

•江戸酒場 海（3・4・11号）

• F/PLOT（3号）

• Ebony（3・4号）

•オア・グローリー神宮前店（3・8号）

• ORGANIC TABLE BY LAPAZ（3号）

• Awesome Blossom（9号）

•沖縄屋台（2号）

•おけいすし（2号）

• Hostaria Casa Bella（3号）

• OTTI／cocorotus（2号）

• Kaeru Cafe（7号）

• KAKA’AKO（2号）

• Café Sun Offing（15号）

• cafe t.shizen（2・3号）

• Café Flattie（2号）

•粥麺楽屋 喜々（2・5・8号）

• CURRY UP®（2号）

•喫茶ベラミ（2号）

•ぎっちょん（7号）

• kitchen Crescent（2・15号）

• CAROLINE DINER（5・7号）

• CURE（3・11・16号）

• gleen natural store tokyo（3号）

•霧島地鶏 きばいゃんせ（3号）

•クリーニングシマダ（1・2・3・6・14号）

• Create（2号）

•桂香楼（4号）

•げんき食堂（7号）

•国際高等学院 原宿校（8号）

•ココロータス（15号）

•コサイン青山（2号）

•ことり食堂（2号）

• CORBO. Works & Shop（3号）

•近藤サイクル（3号）

•サイイン写真館（3・6号）

•阪口治療院（17号）

•佐藤印刷㈱サトプリ（3号）

•ザ ナチュラルシューストア（9号）

• SAWAビル（14号）

• SANGUCHERIA KHUCHI（2号）

•三修社（2号）

第3号
［2015年10月1日発行］
●神宮前二丁目商和会マップ連
動企画：神二のお店・ビル・会
社に突撃取材しちゃいました ●
Special Thanks ●神宮前二丁
目に住む動物 ●神二姉妹のデ
ザインプロジェクト：神二オリジナ
ルの名物づくり

第4号
［2016年2月20日発行］
●How long have you been 
in 神宮前二丁目?  ●神宮前二
丁目のウワサ：バー・ボノボ ●
Special Thanks ●神宮前二丁
目で出会った動物 ●神二姉妹
のデザインプロジェクト：神二オリ
ジナルの名物づくり②

創刊号
［2015年3月15日発行］
●神宮前二丁目の人：伊藤健
二さん、神宮前二丁目商和会、
池田涼さん、伊藤沙帆さん、島
田一弘さん ●神二姉妹のデザイ
ンプロジェクト：クリーニングシマ
ダのショップカード制作 ●神宮
前二丁目に住む犬

第2号
［2015年7月31日発行］
●神宮前二丁目のウワサ：ベラ
ミナイト ●神宮前二丁目お弁当
マップ ●神宮前二丁目の人：寺
沢良行さん ●Special Thanks 
●神二姉妹のデザインプロジェク
ト：クリーニングシマダのショップ
カード制作② ●神宮前二丁目に
住む動物

神宮前二丁目新聞5年間を総まとめ

※バックナンバーは神宮前二丁目新聞のWebサイトで全号公開しています
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• C-ens法律事務所（9号）

•シェア・デザイン（HETCHINS 
COFFEE & RECORDS）（3号）

•紫金飯店 原宿店（2・10号）

• Xiang ni café（2号）

• shop REGALO（4号）

• JiLL music school（5号）

•眞吉 本館場末店（3・5・7・16号）

•神宮デンタルクリニック（3号）

•神宮前二丁目商和会（1号）

•神宮前はなれ（13号）

•神宮前 樋口（3号）

•じんじん（8・11号）

•森林総合研究所（5号）

•スター美容室（3・6号）

•スタジオコアー（4号）

•スポーツマネジメント（4・7・9号）

•世界ゆるスポーツ協会（10号）

•㈱石惣加藤石材工事（3号）

•セブンイレブン渋谷神宮前2丁目西店
（3号）

•千駄ヶ谷クリーニング（3・17号）

•千駄谷バスケットボールクラブ（13号）

•ソトコト編集部（11号）

•ダイアログ・イン・ザ・ダーク（2・7号）

•第一勧業信用組合千駄ヶ谷支店（3号）

•第二渡辺ビル（3号）

•タイ料理☆MTSMILE（15号）

•第六渡辺ビル（3号）

•台湾佐記麺線 一號車（15号）

• Taco Rise（15号）

•玉川屋（3・5・6・11号）

•チャーミング食堂（15号）

•中国家庭料理 蓮（2・15号）

•ティアハイムコクア（7号）

• date. デイト（3・11号）

•手打蕎麦 松永（3号）

• Dudes 2511（2・15号）

•寺子屋鹿鳴塾（14号）

• teratai（15号）

•東京電力パワーグリッド渋谷支社（14号）

•トゥクトゥク屋台（15号）

• TO THE HERBS外苑店（2号）

•東洋食堂 百（2号）

•トゥルナージュ神宮前店（3・5・7号）

•時田屋（7・11・15号）

• DOG SIGN（7・8号）

•ドラゴン屋台（2・15号）

•トレイン（2号）

•ニューロカフェ東京（5号）

•練馬区立南田中図書館（6号）

•ノーマル（5号）

•野崎テント（3・8号）

• bar bonobo（4号）

•バー緑（16号）

•バウム（15号）

•はっとりセカンド（7号）

• Hanaco編集部（5号）

• Panoramica（4・8号）

•ハヤシコーポレーション（4号）

•原宿401（10号）

•原電ビル（3・13号）

• BALANCE STYLE（3号）

• BEER BRAIN（7号）

• PINOS（2号）

•美容室Ozaka（3・10号）

•日和亭（2・15号）

•ビラ・セレーナ（1号）

•ビラ・フレスカ（17号）

• Famiglia（2・5・7号）

• FiGARO原宿H-14（3・8・10号）

• PISITERI（15号）

•㈲フジタフォート（3号）

•プチ・コーポ大友（3・6・10号）

• BOOKSBUNNY（1・3号）

•ブラウンホース（11号）

• PlusLounge（3・9号）

•風呂敷 むす美（8号）

• BUNGOS KITCHEN（2号）

•ヘアーサロンフレンドリー（3号）

• VAPE HOUSE原宿店（4号）

•ヘッドセラピースパ  マチュピチュ（3号）

•ベポカ（4号）

•ヘンドリクス（2号）

•ほそ島や（3号）

• HOTEL DRUGS（7号）

• bonobo（11号）

•ポピーズ（3・11号）

•ホワイトビル（3号）

•まいばすけっと神宮前2丁目商店街
店（3号）

• marusan&wacca（15号）

•丸屋　そば店（3号）

•○よ（4号）

• Mr.McLean（15号）

•宮城県都城市図書館（6号）

• MILLAN（2号）

• MAIDENS SHOP（3号）

•もつ鍋 旦過（5・6・7・8・11・17号）

•ヤマザキショップ原宿店（3・6号）

•ヨゴロウ（3号）

• Rust（5号）

• LA TREZ（2号）

• lapalette（3号）

• LUNCHMAN（2号）

• rico curry（2・4・5・7号）

•リッツウェル（3・16号）

•レタス不動産（12号）

•ロータス治療院（2・9号）

•ロートロ（7・16号）

•笑い聡（2・15号）

神二の人
•青山加奈さん（3号）

•阿久津淑恵さん（12号）

•淺岡陸さん（10号）

•芦澤くるみさん（5号）

•芦澤真人さん（11・16号）

•東孝江さん（2・6号）

•あっこさん（5号）

•阿部早矢加さん（2号）

•新井清一さん（3・8・16号）

•新井大基さん（8号）

•あやかちゃん（4号）

•飯島智紀さん（16号）

第7号
［2016年11月20日発行］
●神宮前二丁目新聞が気になっ
た あんな場所こんなモノを調べて
みた ●神二でいい友リレー ●飼
い主募集中の保護犬たち ●神二
の隠れた達人 ●千駄ヶ谷二丁目
町会大運動会レポート ●神二姉
妹のデザインプロジェクト：商店街
で神二サンドバトル開催

第8号
［2017年3月31日発行］
●神二で学ぶ高校生 ●神二の
「魅せるプロ」に学ぶ ●風呂
敷の結び方を学ぶ ●愛犬のブ
ラッシングを学ぶ ●神二の仕事
人の流儀に迫る ●神二でいい友
リレー ●神二姉妹のデザインプ
ロジェクト：神二のみんなでできる
スポーツって?

第5号
［2016年5月25日発行］
●神二姉妹のデザインプロジェク
ト：神二サンドを販売 ●ピープ
ルデザインストリートvol.4 ●神宮
前二丁目めぐり：I LOVE けんちゃ
ん ●神二の隠れた達人 ●神宮
前二丁目に住む動物 ●神二新
聞を脅かす!?ライバルたちが次々
と出現 ●Special Thanks

第6号
［2016年8月20日発行］
●神二のレトロな話をしようか ●
千駄谷小学校6年1組も歴史を
調べたぞ ●神宮前二丁目で出
会った動物 ●神二姉妹のデザイ
ンプロジェクト：神二サンド第二
弾やります
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•飯島美穂さん（16号）

•艶秋さん（4号）

•池田さん（4号）

•池田涼さん（1・3号）

•伊坂牧生さん（13号）

•伊坂元子さん（13号）

•石井梓梛乃ちゃん（13号）

•石井大地さん（13号）

•石橋さん（5号）

•石松昭代さん（6号）

•伊丹和子さん（9号）

•伊藤健二さん（1号）

•伊藤沙帆さん（1・3号）

•井上さん（16号）

•井上俊雄さん（8号）

•今田桃子さん（5号）

•岩渕さん（9号）

•ヴィセンテ・ガルチャさん（4号）

•臼田美保さん（15号）

•内山秀三さん（6号）

•うっしーさん（11号）

•江口律香さん（13号）

•江場将之さん（7号）

•大竹さん（4・5号）

•大友和子さん（3号）

•大友良一さん（1・3・10・13号・16号）

•大場さん（4号）

•大橋眞美さん（2・3号）

•岡田さん（3号）

•岡本かおりさん（3号）

•沖田形さん（9号）

•奥山さん（3号）

•奥山法子さん（6号）

•尾坂睦さん（3・10号）

•小山内慧悟くん（15号）

•小田えみさん（1号）

•小野圭史さん（5号）

•小山田晃浩さん（17号）

•風間実さん（11号）

•柏井慶一さん（7号）

•カズさん（15号）

•片田さん（3号）

•カツオさん（16号）

•かほさん（16号）

•神谷節さん（12号）

•唐鎌幸治さん（11号）

•刈谷さん（4号）

•河野さん（4号）

•キクチ・ケリーさん（10号）

•菊地弘高さん（11号）

•キヨさん（11号）

•清見温子さん（7号）

•キラ・ビンクリーさん（4号）

•桐生さん（3号）

•久保協子さん（14・15号）

•熊谷みやびさん（3号）

•くみさん（5号）

•けいとくん（7号）

•小泉今日子さん（17号）

•木場田睦子さん（2号）

•小林浩二さん（6号）

•小袋涼子さん（2号）

•近藤さん（3号）

•斎院勉さん（6号）

•坂上祐香さん（5号）

•阪口誠一さん（17号）

•坂下さん（9号）

•佐々木洋介さん（8号）

•佐藤あきこさん（7号）

•佐藤正記さん（1・3・13号）

•澤田智洋さん（10号）

•澤俊一さん（14号）

•椎名勇夫さん（9号）

•椎谷あさ子さん（9号）

•ジェイミーさん（3・4・7号）

•島田一弘さん（1・2・14・17号）

•島田清代美さん（6号）

•島田シンさん（9号）

•島田武さん（1号）

•清水さん（16号）

•ジュリナ・ジョルジュさん（4号）

•神宮前二丁目楽団（5号）

•しんごさん（15号）

•シンシンさん（15号）

•菅伸吾さん（12号）

•菅原さん（8号）

•菅原かほりさん（2・8号）

•杉本さん（10号）

•鈴木玲子さん（14号）

•成浩一さん（4号）

•関口さん（3号）

•せつようこさん（3号）

•千駄谷小学校6年1組（6号）

•大慶さん（4号）

•大門天祐くん（10号）

•高草操さん（4・8号）

•高橋さん（8号）

•たけひこさん（11号）

•タロさん（3号）

•丁子谷健良さん（8・11号）

•綱島健介さん（3・10号）

•手塚さん（3号）

•寺沢良行さん（2・5・10号）

•時田かおるさん（15号）

•時田和雄さん（7号）

•時田賢三さん（15号）

•戸部広之さん（11号）

•鳥山さん（4号）

•ドルフィンさん（7号）

•中静秀輔さん（16号）

•中村光市さん（5・6号）

•仲村渠ブルーノさん（4号）

•ナタリーさん（7号）

•浪久翔くん（3号）

•浪久千春さん（3号）

•西林真理さん（2号）

•西村和行さん（11・17号）

•野崎清さん（3・8号）

•野田友浩さん（12号）

•蓮見恵子さん（9号）

•長谷川さん（5号）

•服部裕さん（7号）

•花井有希さん（12号）

•林アンニさん（11号）

•林征生さん（11号）

•原韻子さん（9号）

第11号
［2017年12月28日発行］
●裏・神二の歩き方 ●神二に
あふれる愛のコトバ ●神二の若
き大人たちを見守る ●神二でい
い友リレー ●神二姉妹のデザイ
ンプロジェクト：多様すぎる神二を
まとめるスポーツとは? ●神二新
聞、雑誌「ソトコト」に取材され
ちゃいました

第12号
［2018年10月3日発行］
●神二の家作りのプロにペットの
別荘をつくってもらった ●神宮前
二丁目で遊ぶ動物 ●神二姉妹
がめぐる変わりゆく神二 ●神二
の遊び場千原公園に集う そろば
ん娘たち ●神二でいい友リレー

第9号
［2017年6月30日発行］
●元気娘のはっちゃけ♡健康法 
●健康のプロに聞いた ものぐさ
編集部改造計画 ●神二お悩み
相談室：財産を守る ●神二姉
妹のデザインプロジェクト：商店
街でボッチャ体験会開催

第10号
［2017年9月15日発行］
●神宮前二丁目新聞は街の人に
どう思われてる？  ●神二で作った
スペシャルゆで卵10 ●10歳のふ
たりが答えます! 神二の人のお悩
み10 ●神二検定 ●神二の仕事
人の流儀に迫る ●神二でいい友
リレー ●神二姉妹のデザインプロ
ジェクト：神二で未来のスポーツ
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•ひあり奈央さん（15号）

•平沢さん（3号）

•平野さん（3号）

•広瀬はかるさん（6号）

•ふうちゃん（12号）

•福田さん（3号）

•福田一太くん（3号）

•藤田和也さん（1・3・13号）

•藤田星蘭ちゃん（10・13号）

•船津さん（3・11号）

•古瀬さん（3号）

•別所さん（3号）

•別所順子さん（6号）

•別所美輪さん（1号）

•細井克宣さん（14号）

•細谷さん（3号）

•堀川真也さん（3・8号）

•まりんこちゃん（12号）

•ミキさん（8号）

•ミクブライド二コちゃん（6号）

•ミクブライドまどかさん（6号）

•みどりこさん（10号）

•三宅さん（4号）

•宮田さん（3・8号）

•村川季世さん（8号）

•村川英央さん（10号）

•村山崇さん（11号）

•持田さん（3号）

•森崎秀昭さん（9号）

•森田さん（3号）

•萌さん（4号）

•ヤッチさん（11号）

•山本ノリさん（9号）

•ゆめちゃん（12号）

•亮さん（11号）

•れあくん（7号）

•六角さん（4号）

•ロドリゴさん（3・7号）

•脇田清治さん（8号）

•脇田英人さん（7号）

•和田恵奈さん（11号）

•和田幸也さん（11号）

•渡辺さん（3号）

•渡邉美枝子さん（13号）

神二の動物
•赤いの／金魚（13号）

•赤い人さん／金魚（5号）

•あくびちゃん／猫（12号）

•アズキちゃん／犬（3号）

•アッチくん／犬（1号）

•アミちゃん／犬（3号）

•あんこちゃん／犬（4号）

•餡子ちゃん／犬（6号）

•アントニオくん／犬（13号）

• Vitoくん／犬（4号）

•ウィルくん／犬（4号）

•エースちゃん／パンダマウス（12号）

•エルちゃん／犬（4号）

•カーリーちゃん／猿（2号）

•カイくん／ハムスター（4号）

•カメ吉くん／亀（6号）

•カメ子さん／亀（13号）

•キアラちゃん／犬（4号）

•きっぷくん／犬（2号）

•クラくん／犬（3号）

•クッキーちゃん／犬（12号）

•クリーちゃん／犬（5号）

•黒いの／金魚（13号）

•こうめちゃん／犬（5号）

•ごえもんくん／犬（5号）

•ココアちゃん／犬（4号）

•咲ちゃん／犬（8号）

•朔くん／保護犬（7号）

•シークちゃん／犬（13号）

•ジャックくん／パンダマウス（12号）

•ジンくん／犬（3号）

•すずちゃん／犬（3号）

•スターくん／カブトムシ（6号）

•爽くん／保護犬（7号）

•そらちゃん／猫（2号）

•たろうくん／犬（4号）

•ダンディくん／保護犬（7号）

•チィたろうくん／犬（1号）

•チョコくん／犬（4号）

•つむぎちゃん／保護犬（7号）

•ティーラちゃん／犬（4号）

•鉄くん／犬（3号）

•銅さん／亀（3号）

• twiggyちゃん／犬（5号）

•トフィーちゃん／犬（15号）

•ハートちゃん／犬（13号）

•はなちゃん／猫（2号）

• Pabaちゃん／犬（13号）

•バンビーノくん／犬（3号）

•ひなちゃん／猫（15号）

•ふくじろうくん／犬（13号）

•福助くん／猫（12号）

•ふじふじさん／金魚（3号）

•フジマルくん／トカゲ（4号）

•みくちゃん／猫（15号）

•むさしくん／保護犬（7号）

•ムッシュくん／犬（3号）

•モモちゃん／犬（1号）

•ライアンくん／犬（1号）

•ララちゃん／うさぎ（4号）

• Ralphくん／猫（15号）

•リュウくん／犬（3号）

•リリーちゃん／犬（4号）

•りりちゃん／犬（13号）

•凛ちゃん／保護犬（7号）

第15号
［2019年7月20日発行］
●神二で友達つくろうの会開催：
時田屋 ●神二で働くカズさんの
キッチンカーリスト ●神宮前ゆう
ぐれピンポン ●神宮前二丁目に
住む動物 ●編集部の運気アッ
プのため神二で占星術を受けて
きた

第16号
［2019年12月5日発行］
●神二で友達つくろうの会第二
弾開催：ロートロ ●神二の店探
訪：眞吉 本館場末店 ●商和会
主催ピープルデザインストリート報
告 ●神二でロングインタビュー：
新井清一さん

第13号
［2019年2月4日発行］
●神二でロングインタビュー：佐
藤正記さん ●神宮前二丁目で暮
らす動物 ●神二の店探訪：神
宮前はなれ ●神二のクラブ探
検：千駄谷バスケットボールクラ
ブ

第14号
［2019年4月23日発行］
●4月10日、神宮前二丁目の
200世帯が55分間停電した ●
神二でロングインタビュー：澤俊
一さん ●神二の子どもたち：寺
子屋鹿鳴塾 ●神二のお仕事徹
底解剖：クリーニングシマダ

編集部・松村▶

これまで
読んでくださり
ありがとう

ございましたー !!
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100m

明
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り
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り

渋谷神宮前郵便局

鳥伝（P3）

千原公園（p6）

ぎっちょん（p3）

もつ鍋旦過（p8）

セブンイレブン

千駄谷小学校

ポット出版
（編集部）

紫金飯店（p3）

ビラ・フレスカ（p2）

ビクタースタジオ
（p3）

ヘンドリクス（P3）

ほそ島や（p3）

おけいずし（P4）

阪口治療院（P12）

フォンダ・デ・ラ・
マドゥルガーダ（p4）

千駄ヶ谷クリーニング（P10）

青山熊野神社

神二で暮らす・働く・遊ぶあなた、ぜひご参加を。
2020年神二周辺のイベント

神宮前二丁目新聞 第17号（最終号）
2020年2月25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　デザイン▶小久保由美
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/

●表紙のイラストレーター・市村ゆりさんの紹介
フリーで活躍するイラストレーター。単行本やマガジンのイラスト
のほか、飲食店やスマートフォンアプリのロゴデザイン・フライヤー
やポスターのグラフィックデザインも手がける。2017年初冬、ポッ
ト出版にイラストの営業に来てくれたことがきっかけで神二新聞の
イラストのご依頼をし、第8号～17号まで、毎号表紙を彩ってくれ
た。市村さんにイラストをお願いしてから、店頭に置いた冊子の捌
けるスピードと、読者からの「可愛い！」の声がぐっと増しました。
HP→https://yuriichimura.wixsite.com/yuriichimura

4月5日 東京レインボーマラソン2020
@明治神宮外苑周辺特設会場

7月24日～8月9日 東京オリンピック
8月25日～9月6日 東京パラリンピック
9月12日、13日 鳩森八幡神社秋季例大祭

@鳩森八幡神社
10月11日 ピープルデザインストリートVol.10

@神宮前二丁目商店街
10月 千駄ヶ谷二丁目町会大運動会
10月 はぁとぴあ祭り

@はぁとぴあ原宿

MAP
誌面に登場した
お店・会社


