●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。

●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。
●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

2020．4月スケジュール 一覧
・4/5（日）
11：00-13：00

『おうちパン講座～全粒粉くるみパン～』
受講料：3，000円 定員 10名

【講師】福増 美和

・4/8（水）
10：30-13：30

『季節を感じる料理教室～ぬか床&ぬか漬作り～』
受講料：3，000円 定員 10名

【講師】毛利 滋子

・4/12（日）
11：00-14：30

『Seikoパン教室～デニッシュ食パン～』
受講料：3，500円 定員 5名

【講師】新屋敷 聖子

・4/24（金）
10：30-14：30

『寿山の薬膳 1st (平日コース）
～◎薬膳・マクロビオテック・寿山の薬膳とは・・◎調味料につ
【講師】外山 寿々奈
いて～』
受講料：6，000円 定員 10名

・4/25（土）
10：30-14：30

『寿山の薬膳 1st (平日コース）
～◎薬膳・マクロビオテック・寿山の薬膳とは・・◎調味料につ
【講師】外山 寿々奈
いて～』
受講料：6，000円 定員 10名

・4/26（日）
11：00-14：00

『楽しくイタリアン』
受講料：3，000円 定員 16名

お知らせ

赤文字は新しい講座です。
『惠みのソース』は9月から開講に変更となりました！

休講のお知らせ

『インナービューティー講座』・『韓国家庭料理』
『やせる食堂 OPEN』は4月はお休みです！

【講師】西山 孝幸
【講師】外山 寿々奈
【講師】小林 恵
【講師】金澤 典子
【講師】リ・ジュン・ギョン
【講師】西 道春・寿子

おうちパン教室 にこ
あとりえ＠和（niko）の

おうちパン講座
おうちパンマスター

福増 美和

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♪

講

座

内

容

第7回おうちパン講座は『全粒粉くるみパン』です。
みんな大好き！大人気のくるみパンです。
成型が簡単なので、忙しい朝でも焼き立てのパンが楽しめます♪

4月講座メニュー

全粒粉くるみパン
写真はイメージです
※第8回は5/3（日）『ゴマチーズドデカパン』です。超かんたん！グルグル混ぜるだけの生地作り♪お楽しみに!(*^^*)

●日

程：4月5日（日）
１1：0０～（2時間程度）
●場 所：マルヤガーデンズ BF garden０
●受講料：3,0００円（材料費込・税込））
※レシピ・持ち帰り生地・試食パン・飲み物付き
●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。

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

日本の伝統食の漬物のぬか漬を作ってみませんか？
ぬか床は手入れが大変だと思われがちですが、こつを学べば大丈夫です。
今回はぬか漬を使ったアレンジレシピもレクチャー致します。

4月講座メニュー

ぬか床&ぬか漬作り

写真はイメージです

●日

程： 4月8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 マルヤガーデンズ
※エプロンのみご持参下さい。

Seikoパン教室
講師 新屋敷 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

4月は定員5名まででゆっくりとパン作りを楽しみましょう(^^)
食パンブームのあおりを受け（笑）最近パン屋さんで見かけなくなりましたが
焼き立てのデニィッシュは本当に美味しいです( *´艸｀)初めての方も是非どうぞ♪
（5月は抹茶パンです！お楽しみに♪）

4月講座メニュー
・節分

デニッシュ食パン1斤
写真はイメージです

●日

時：

4月12日（日）
１1：0０～１4：3０

●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：5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

寿山の薬膳 1st (平日コース)
寿山女将 外山寿々奈
【寿山の薬膳】は、薬膳の理論を中心にマクロビオティック・望診法・植物
療法など様々な学びから生まれました。
「寿山の薬膳＝生活の知恵」と考えています。
私たちが生きるうえで欠かせない「食」。 その「食」を見つめる事で様々
なことが見えてくるから不思議です。 寿山がご提案する毎日の生活の
中に溶け込む知恵は、必ずあなたのこれからの日々を寿ぐ暮らしに変え
てゆきます。 歓び溢れる毎日を実現するための第一歩として。。。
1stクラスでは基本となる薬膳の理論と季節に応じた暮らしをお伝えして
まいります。

講

座

内

容

座学 + 調理実習 + 実食 で学びをすぐにアウトプットしていただくことで、
ご家庭でもすぐに実践いただけるスタイルです。
お料理好きなかたもお料理得意でない方もお野菜の扱い方、調味料の選び方など
目からウロコの気づきも多い講座となっております。
開催スケジュール

4月講座メニュー

5月22日㈮・23日㈯
6月26日㈮・27日㈯
8月28日㈮・29日㈯

◎薬膳・マクロビオティック・寿山の薬膳とは
◎調味料について

9月25日㈮・26日㈯
10月23日㈮・24日㈯
11月27日㈮・28日㈯
12月18日㈮・26日㈯

※全10回ご受講頂いた方は修了証書を
お渡しいたします。

1月22日㈮・23日㈯
写真はイメージです
2月26日㈮・27日㈯
※平日コースと土曜コースがあります

●日

程：4月24日（金）
１0：30～１4：3０
●場 所：マルヤガーデンズ BF garden０
●受講料：１回 6,0００円（材料費込・税込）
●定 員：各回10名
～ お申込み・お問合せ先 ～
０９９－８１３－８１０２ マルヤガーデンズ
※持って来るもの：筆記用具・エプロン・頭巾・手拭きタオル

寿山の薬膳 1st (土曜コース)
寿山女将 外山寿々奈
【寿山の薬膳】は、薬膳の理論を中心にマクロビオティック・望診法・植物
療法など様々な学びから生まれました。
「寿山の薬膳＝生活の知恵」と考えています。
私たちが生きるうえで欠かせない「食」。 その「食」を見つめる事で様々
なことが見えてくるから不思議です。 寿山がご提案する毎日の生活の
中に溶け込む知恵は、必ずあなたのこれからの日々を寿ぐ暮らしに変え
てゆきます。 歓び溢れる毎日を実現するための第一歩として。。。
1stクラスでは基本となる薬膳の理論と季節に応じた暮らしをお伝えして
まいります。

講

座

内

容

座学 + 調理実習 + 実食 で学びをすぐにアウトプットしていただくことで、
ご家庭でもすぐに実践いただけるスタイルです。
お料理好きなかたもお料理得意でない方もお野菜の扱い方、調味料の選び方など
目からウロコの気づきも多い講座となっております。
開催スケジュール

4月講座メニュー

5月22日㈮・23日㈯
6月26日㈮・27日㈯
8月28日㈮・29日㈯

◎薬膳・マクロビオティック・寿山の薬膳とは
◎調味料について

9月25日㈮・26日㈯
10月23日㈮・24日㈯
11月27日㈮・28日㈯
12月18日㈮・26日㈯

※全10回ご受講頂いた方は修了証書を
お渡しいたします。

1月22日㈮・23日㈯
写真はイメージです
2月26日㈮・27日㈯
※平日コースと土曜コースがあります

●日

程：4月25日（土）
１0：30～１4：3０
●場 所：マルヤガーデンズ BF garden０
●受講料：１回 6,0００円（材料費込・税込）
●定 員：各回10名
～ お申込み・お問合せ先 ～
０９９－８１３－８１０２ マルヤガーデンズ
※持って来るもの：筆記用具・エプロン・頭巾・手拭きタオル

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

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。

4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

●日

程：4月26日（日）
１1：０0～１4：0０
●場 所：マルヤガーデンズ BF garden０
●受講料：１回 3,0００円（材料費込・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

