
・10/24（木）
11：00-13：00

　『おうちパン講座～ミルクスティックパン～』
　受講料：3，200円 定員 10名

【講師】福増　美和

・10/12（土）
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

・10/23（水）
10：30-13：30

『季節を感じる料理教室
～オカラと豆乳で作る簡単味噌&味噌玉作り～』
受講料：3，000円 定員 10名

【講師】毛利　滋子

・10/15（火）
10：30-13：30

　『愛を育むCooking!～江戸前握り・真鯛のお吸い物～』
　受講料：3，850円 　定員 限定6名 【講師】西　道春・寿子

  ●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

　２０１９．10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。

・10/13（日）
11：00-14：00

『　Seikoパン教室～くるみパン6個～』
受講料：3，000円　定員　10名

【講師】内村　聖子

・10/25（金）
11：00-14：00

『ｲﾝﾅｰﾋﾞｭｰﾃｨｰ教室～塩麹、醤油麹づくり＋各メニュー～』
受講料：3，500円 定員 10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！！

・10/27（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

休講のお知らせ 『韓国家庭料理』はお休みです！ １１月の日程は未定です！



 

　　　　　　　　　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
季節の果物で、腸内環境を整える
ミネラル酵素ドリンクを作ります。

原材料の野菜やフルーツに含まれるビタミンや食物繊維のほか
発酵によって生成された数々の栄養素がプラスされています。

10月講座メニュー

酵素ドリンク

写真はイメージです

●日 程： 10月12日（土）

１0：30～13：30

●場 所：マルヤガーデンズ BF garden０

●受講料：3，0００円（材料費込・税込）

●定 員： 10名

～ お申込み・お問合せ先 ～

０９９－８１３－８１０２ マルヤガデンズ

※エプロンのみご持参ください。



　
・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
10月は秋の味覚「くるみ」を贅沢に使ったパンを作ります♪

ふわ～っと柔らかい生地と香ばしいくるみが溜まらないパンです( *´艸｀)
（１１月はフルーツ・ライです。お楽しみに！）

          10月講座メニュー

くるみパン6個

写真はイメージです

●日 程：10月13日（日）

１1：0０～１4：0０

●場 所：マルヤガーデンズ BF garden０

●受講料：3,0００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



愛を育むCooking!  

　
講師：

 

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

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。

講　　座　　内　　容
あなたも寿司職人‼︎

ご家庭で寿司パーティーを開きましょう！
コツさえ覚えれば、明日から握れます。

家族に、お友達にあなたの寿司をご馳走しましょう。
現役寿司職人が指南！

１０月講座メニュー

アジは血流を良くします。
マグロは頭を良くします。

サーモンはアンチエイジングに良い

アスタキサンチンが豊富‼

江戸前握り
  真鯛のお吸い物

写真はイメージです。

●日 程：10月15日（火）

10：30～13：30

●場 所：マルヤガーデンズ BF garden０

●受講料：１回 3,850円（材料費込・税込）

●定 員：限定6名

～ お申込み・お問合せ先 ～

０９９－８１３－８１０２ マルヤガーデンズ

※持ってくる物：エプロン・三角巾・持ち帰り用容器・筆記用具



 

　　　　　　　　　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

オカラと豆乳で簡単に美味しい自家製のお味噌を作ります。
今回は、お味噌を丸めて作る味噌玉も一緒にレクチャーします。

10月講座メニュー

オカラと豆乳で作る
簡単味噌&味噌玉作り

写真はイメージです

●日 程： 10月23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

※エプロンのみご持参下さい。



　

         

 

講　　座　　内　　容
第１回 おうちパン講座は 『ミルクスティックパン』です。

さらに今月は、講座スタート記念特典として
ハロウィンメニューの中から『おばけナン』と『ミイラのウィンナーパン』のレシピもプレゼント！

とってもお得なレッスンになっています。お楽しみに！！

 10月講座メニュー

ミルクスティックパン

写真はイメージです

　おうちパンマスター　　　　　福増　美和

おうちパン教室
あとりえ＠和（niko）の

おうちパン講座

 
パン作りに興味はあるけれど、手間も時間もかかって大変そう！って思っていませんか？
でも、『おうちパン』ならとっても簡単♪ 前の日５分→朝１０分のスティックパンをはじめ、

楽ちんレシピが盛りだくさんです。仕事に子育て、介護など忙しい方にこそぜひ知ってほしい！
まるでご飯を炊くように、パン作りがグッと身近になります。

あなたの毎日が変わるかもしれません。
こちらの講座ではそんな楽しい『おうちパン』をお伝えしています。

一緒におうちパン生活、楽しんでみませんか(*^-^*)

●日 程：10月24日（木）

１1：0０～１３：0０

●場 所：マルヤガーデンズ BF garden０

●受講料：3,2００円（材料費込・税込））

※レシピ・材料費・持ち帰り生地・ご試食等が含まれます

●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・お手拭きタオルをお持ちください。

にこ



 

写真はイメージです

発酵調味料の塩麹、醤油麹を作って頂き
　それぞれを使ったメニューを１品ずつ作っていきます。

　塩麹、醤油麹はお持ち帰りいただきます。

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

10月講座メニュー

塩麹、醤油麹づくり＋各メニュー
　　＜デミグラスシチュー、ブロッコーの白和え＞

●日 程：10月25日（金）

１1：０0～１4：0０

●場 所：マルーデンズ BF garden０

●受講料：１回 3,5００円（材料費込・税込）

●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,筆具,お手拭き,お持ち帰り用の袋をご持参ください。



 

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

写真はイメージです

10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

●日 程：10月27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・税込）

●定 員：16名

～ お申込み・お問合せ先 ～

０９９－８１３－８１０２ マルヤガーデンズ


