
・1/19（日） 
14：30-16：30

『韓国家庭料理～大根キムチ～』
受講料：3，000円　定員　10名

【講師】リ・ジュン・ギョン

・1/21（火） 
10：30-13：30

『やせる食堂　OPEN　痩せる 料理教室～発酵食品～』
受講料：2，800円　定員　10名

【講師】西　道春・寿子

・1/20（月） 
11：00-14：00

『インナービューティー講座～塩麹・醤油麹～』
受講料：4，000円　定員　8名

【講師】金澤　典子

・1/23（木） 
10：30-13：30

『季節を感じる料理教室～恵方巻寿司～』
受講料：3，000円　定員　12名

【講師】毛利　滋子

休講のお知らせ 『管理栄養士のお料理教室』は１月から３月までお休みです！ 【講師】瀬之口　愛美

・1/26（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

　2020．1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。

・1/13（月・祝） 
11：00-14：00

『Seikoパン教室～バケット2本～』
受講料：3，000円　定員　10名

【講師】内村　聖子

・1/12（日） 
11：00-13：00

『おうちパン講座～チョコフライパンパン～』
受講料：3，200円　定員　10名

【講師】福増　美和

・1/11（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　12名

【講師】毛利　滋子



 

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^)／

　　　　　　　　　季節を楽しむ料理教室

毛利滋子　リデザイン工房代表　

講　　座　　内　　容

季節の果物を使って、酵素ドリンクを作ります。
こちらで、容器も果物も全てご準備致します。

エプロンのみご持参下さい。

1月講座メニュー

酵素ドリンク

写真はイメージです

●日 程： 1月11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： 12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。



　　　

         

 

講　　座　　内　　容

チョコフライパンパン

忙しくても毎日焼ける！をコンセプトに誕生した『おうちパン』
誰にでも挑戦してもらえる、簡単なパンをお伝えしています。
朝食でも無理なく焼きたてパンを楽しめる、それくらい簡単で

オーブンがなくても焼ける、それでいて美味しいパン作りです♪

　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

第４回おうちパン講座は『チョコフライパンパン』です。

ハート模様のかわいいチョコパン💛フライパンで焼けてしまいます！

中にもチョコが入っていて焼きたてはとろ～り！たまりません(*^^*)

 1月講座メニュー

　　　　　　写真はイメージです

※第５回は2/2（日）バレンタインにもう一品！『ハートパン』です。お楽しみに!(*^^*)　

●日 程：1月12日（日）

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・試食パン・軽食付き

●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・保冷バッグを

お持ちください。

にこ
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　・節分

 

　　　　　　　　　　Seikoパン教室

講師　内村　聖子

講　　座　　内　　容
新年あけましておめでとうございます。

今年初めてのパン教室は「小麦の自然な甘さのわかるパン」バケットを作ります。
焼き立てのバケットは香ばしくてとっても美味しいです( *´艸｀)

また、油脂を使わないので健康にもいいパンです！初心者の方もどうぞ♪
（２月はチョコレートのパンです！2/22（土）開催・お楽しみに♪）

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(*^_^*) 

          1月講座メニュー

バケット2本

写真はイメージです

●日 程：1月13日（月・祝）

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をご持参下さい
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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。

1月講座メニュー

大根キムチ

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

講　　座　　内　　容

今回は大根キムチをご紹介します。

●日 程： 1月19日（土）

１4：3０～１6：30

●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。



 

写真はイメージです

塩麹、醤油麹はお持ち帰りいただきます。

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。　
　　
　　

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

1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：1月20日（月）

１1：０0～１4：0０

●場 所：マルーデンズ BF garden０

●受講料：１回 4,0００円（材料費込・税込）

●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,筆具,お手拭き,お持ち帰り用の容器,袋ご持参ください。



『　

やせる食堂　OPEN

痩せる　料理教室

写真はイメージです。

次回２月１８日は植物性たん白質ONLY料理です

講　　座　　内　　容

痩せる体質になるには美腸であることが大事です。　　　　　　　　　　　　　　　　　                  
デブ菌を減らしやせ菌を増やすのに必要な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 
発酵食品を使った料理特集です。

１月２１日講座メニュー

講師：
管理栄養士　　西　寿子

調　理　師　　西　道春

１.味噌 ２.納豆

日本の伝統的発酵パワーで腸活

３.塩こうじ

発酵食品６品を使った逸品を作ります。

４.甘酒 5.酢 　6.ぬか漬け

●日 程：1月21日（火）

10：30～13：30

●場 所：マルヤガーデンズ BF garden０

●受講料：１回 2,800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

※持ってくる物：エプロン・三角巾・持ち帰り用容器・筆記用具



 

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^)／

　　　　　　　　　季節を楽しむ料理教室

毛利滋子　リデザイン工房代表　

講　　座　　内　　容
節分には欠かせない恵方巻寿司、今年はご自宅で巻いてみませんか？

お好きな具材を入れてオリジナルの恵方巻寿司を是非。

1月講座メニュー

恵方巻寿司

写真はイメージです

●日 程： 1月23日（木）

１0：30～13：30

●場 所：マルヤガーデンズ BF garden０

●受講料：3，0００円

●定 員： 12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。



 

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

1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︓1月26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


