
・7/16（火）
10：30-13：30

『愛を育むCooking!～“ほうれい線”と“たるみ”を消す食事と顔
トレ～』
受講料：2，300円 （夫婦ペア割 二人4,000円）　定員 16名

【講師】西　道春・寿子

・7/17（水）
10：30-13：30

『季節を感じる料理教室～酵素ドリンク～』
受講料：3，000円 定員 10名

【講師】毛利　滋子

【講師】金澤　典子

・7/6（土）
10：30-13：30

『季節を感じる料理教室～鶏ハム&旬野菜レシピ～』
受講料：3，000円 定員 10名

【講師】毛利　滋子

・7/13（土）
11：00-14：00

『ｲﾝﾅｰﾋﾞｭｰﾃｨｰ教室～INNER BEAUTY 美肌 PLATE
～summer～』
受講料：5，400円 定員 8名

【講師】金澤　典子

※「まるやの台所」では講師となっていただける先生を募集中です！！

・7/28（日）
11：00-14：00

『楽しくイタリアン』
受講料：3，000円 定員 16名

【講師】西山　孝幸

  ●参加者が4名未満の場合は休講となります。
   　キャンセルは講座の３日前までにご連絡をお願いたします。当日のキャンセルは参加費の半分の材料代を頂きます。

  ●お問合わせ・お申込みは　099-813-8102　マルヤガーデンズ（まるやの台所専用ダイヤル） または､
　   1Fインフォメーションカウンターまで

　２０１９．7月スケジュール 一覧    

  ●講座のお申込みは開催日3日前15:00までとさせていただきます。

・7/21（日）
15：00-17：00

『韓国家庭料理～オイキムチ・キムチそうめん～』
受講料：3，000円 定員 10名

【講師】リ・ジュン・ギョン

・7/14（日）
11：00-14：00

『　Seikoパン教室～ベイクドカレーパン6個～』
受講料：3，500円　定員　10名

【講師】内村　聖子

・7/7（日）
11：00-14：00

『ｲﾝﾅｰﾋﾞｭｰﾃｨｰ教室～インナービューティーぬか床レッスン～』
受講料：5，500円 定員 8名



 

　　　　　　　　　季節を楽しむ料理教室

毛利滋子　リデザイン工房代表　

皆様と楽しく日本の食卓力を学びましょう。
お滋さんの知恵袋で簡単に出来ます！！

日本の伝統食が毎日の食卓に並ぶと
皆んなが笑顔になりますよ＼(^o^)／

講　　座　　内　　容

旬の野菜でデトックスしませんか？
今回は一緒に鶏ハムを作ります、

添加物無しの美味しい簡単鶏ハムです。

7月講座メニュー

鶏ハム&旬野菜レシピ

写真はイメージです

●日 程： 7月6日（土）

１0：30～13：30

●場 所：マルヤガーデンズ BF garden０

●受講料：3，0００円

●定 員： 10名

～ お申込み・お問合せ先 ～

０９９－８１３－８１０２ マルヤガデンズ

※エプロン,お持ち帰り用の容器をご持参ください。



 

写真はイメージです

インナービューティーぬか床レッスン

7月講座メニュー

インナービューティーダイエット協会公式  ぬか床レッスンを開催致します。
天然酵母入りのぬか床キットを使いお一人お一つずつ作り、お持ち帰り頂きます。

しかも捨て漬け不要ですので翌日から食べる事ができます！
お得な無料クーポン付きです。 前もってつけていたぬか床もご試食頂けます。

 

インナービューティー教室！！

金澤　典子

『体の内側から美しく』をコンセプトに『食事』の大切さを伝え、
　　　　　　心と体の調和を保つ食事方法をご提案します。
　　　　　　女性の悩みである、ダイエットやトラブル別レシピなど
　　　　　　食事で改善し、皆様の体の内側から健康で美しい
　　　　　　体づくりのサポートをいたします。

講　　座　　内　　容

●日 程：7月7日（日）

１1：０0～１4：0０

●場 所：マルーデンズ BF garden０

●受講料：１回 5,5００円（材料費込）

●定 員：8名

～ お申込み・お問合せ先 ～

０９９－８１３－８１０２ マルヤガーデンズ

※エプロン,筆記具をご持参ください。



7月講座メニュー  

・油不使用　　ズッキーニのビューティーステーキ

　　　　　・トマトの美肌サラダ

　　　　　・美肌促進ラタトウイユ

　　　　　・夏こそ　抗酸化スイーツ

写真はイメージです

INNER  BEAUTY  美肌　PLATE ～summer～
 インナービューティーダイエット協会公式

　　　　　INNER BEAUTY 美肌 PLATE レッスン開催致します。
　　　　　時短、簡単　１つのお鍋で一気に調理。

　　　　　美肌強化６か条もご紹介。
　　　　　夏の紫外線にも負けない美肌プレート、一緒に作りましょう。

美肌に欠かせない食材、調理方法など
ご紹介いたします。

インナービューティー教室！！

金澤　典子

『体の内側から美しく』をコンセプトに『食事』の大切さを伝え、
　　　　　　心と体の調和を保つ食事方法をご提案します。
　　　　　　女性の悩みである、ダイエットやトラブル別レシピなど
　　　　　　食事で改善し、皆様の体の内側から健康で美しい
　　　　　　体づくりのサポートをいたします。

講　　座　　内　　容

●日 程：7月13日（土）

１1：０0～１4：0０

●場 所：マルーデンズ BF garden０

●受講料：１回 5,4００円（材料費込）

●定 員：8名

～ お申込み・お問合せ先 ～

０９９－８１３－８１０２ マルヤガーデンズ

※エプロン,筆記具をご持参ください。



　
・節分

 

　　　　　　　　　　Seikoパン教室

講師　内村　聖子

美味しいものを食べるとき、人は本当に幸せないい顔になります。
その笑顔が好きでパン教室を始めました。
お友達だと思って何でも聞いていただき、

楽しい時間を過ごして頂けましたら幸いです(*^_^*)

講　　座　　内　　容
7月は、「夏といえばカレー！」という事でカレーパンです（笑）

電子レンジで下処理した野菜をカレー味にして中に入れる、簡単な製法で作ります。
揚げ油は使わずオーブンで焼きますが、揚げた美味しさはそのままにヘルシーなカレーパンです。

とっても美味しいですよ( *´艸｀)
（８月はメロンパンです。お楽しみに！）

          7月講座メニュー

ベイクドカレーパン6個

写真はイメージです

●日 程：7月14日（日）

１1：0０～１4：0０

●場 所：マルヤガーデンズ BF garden０

●受講料：3,5００円（材料費込）

（親子レッスンの場合、+500円×子供数。3歳以下不可)

●定 員：10名

～ お申込み・お問合せ先 ～

０９９－８１３－８１０２ マルヤガーデンズ

エプロン・筆記用具・ハンドタオル・持ち帰り用のエコバック等



7月講座メニュー

 “ほうれい線”と“たるみ”を消す食事と顔トレ

メインメニュー
  ・AGEsを生まない湯せん式ステーキ
                    特性抹茶ソースにて

※持ってくる物：エプロン・三角巾・持ち帰り用容器・筆記用具

講　　座　　内　　容

写真はイメージです。

加齢と共に気になる顔のサインといえば、ほうれい線とたるみ。
ほうれい線が目立つだけでも悩ましい問題ですよね。
ほうれい線の一つの原因になるのが「糖化」です。

今回は、そんな「糖化」を防ぐ食事法とカンタン顔トレをご紹介します。

愛を育むCooking!  

　
講師：

 

アンチエイジングは食べ物から‼
食べて美しく病気になりにくいを目指す講座です。

日本料理調理師・茶道（有楽流）師範

　　　　　　　　　　　　　　　　西 　道春

 　管理栄養士  　　　　　　　　西 　寿子

●日 程：7月16日（火）

10：30～13：30

●場 所：マルヤガーデンズ BF garden０

●受講料：１回 2,300円（材料費込）夫婦ペア割 二人4,000円

●定 員：16名

～ お申込み・お問合せ先 ～

０９９－８１３－８１０２ マルヤガーデンズ



 

　　　　　　　　　季節を楽しむ料理教室

毛利滋子　リデザイン工房代表　

皆様と楽しく日本の食卓力を学びましょう。
お滋さんの知恵袋で簡単に出来ます！！

日本の伝統食が毎日の食卓に並ぶと
皆んなが笑顔になりますよ＼(^o^)／

講　　座　　内　　容
腸内環境を整える、ミネラル発酵ドリンクを作ります。

普段の食事に「ミネラル発酵ドリンク」をプラスしてみませんか。
季節の果物で、美味しい栄養補給ドリンクを作ります。

7月講座メニュー

酵素ドリンク

写真はイメージです

●日 程： 7月17日（水）

１0：30～13：30

●場 所：マルヤガーデンズ BF garden０

●受講料：3，0００円

●定 員： 10名

～ お申込み・お問合せ先 ～

０９９－８１３－８１０２ マルヤガデンズ

※エプロンと酵素ドリンクの容器をお持ち帰り出

来る大き目のバックをご持参下さい。



　

 

7月講座メニュー

オイキムチ・キムチそうめん

写真はイメージです。

韓国家庭料理

　Café J オーナー　 リ・ジュン・ギョン

みんなと一緒に料理を作って食べるのが大好きなじゅんちゃん。
韓国の家庭で毎日食べる簡単で美味しい家庭料理をみなさんに紹介します。

講　　座　　内　　容

今回はきゅうりキムチ（オイキムチ）とキムチそうめんをご紹介します。

●日 程： 7月21日（日）

１5：００～１7：００

●場 所：マルヤガーデンズ BF garden０

●受講料：１回 ３,0００円（材料費込）

●定 員：１0名

～ お申込み・お問合せ先 ～

０９９－８１３－８１０２ マルヤガーデンズ

※エプロン・筆記用具をご持参ください。



 

7月講座メニュー

旬の食材を使ったイタリア料理
3品程度を作ります

写真はイメージです

ちょっとしたコツで料理はもっとおいしくなります。
プロならではの目線からちょっとしたアドバイス！

簡単で美味しいイタリアンを楽しくマスターしちゃいましょう。

楽しくイタリアン！！

２階のおじさん
元アドマーニオーナーシェフ　西山　孝幸

イタリア料理は”マンマの味”といわれる家庭料理が出発点。
台所で再現出来る料理がたくさんあります。レストランのオーナーシェフ
を経て、イタリアを放浪したシェフがその原点をお教えします。
美味しく楽しく簡単に。イタリア料理をもっと楽しんじゃいましょう！！

講　　座　　内　　容

●日 程：7月28日（日）

１1：０0～１4：0０

●場 所：マルーデンズ BF garden０

●受講料：１回 3,0００円（材料費込）

●定 員：16名

～ お申込み・お問合せ先 ～

０９９－８１３－８１０２ マルヤガーデンズ


