
・2/21（日）
11：00-13：00

『◯彌のお稽古～おうちで簡単居酒屋メニュー
　　　　　　　　　　　居酒屋定番煮込み料理とおばんざい～』
受講料：3，500円　定員　6名

【講師】石丸 彌紀

・2/7（日）
11：00-13：00

『おうちパン講座～ねじねじハートパン～』
受講料：3，400円　定員　6名

【講師】福増　美和

・2/18（木）
11：00-13：00

『インナービューティー講座～ぬか床レッスン』
受講料：5,500円　定員　6名

【講師】金澤　典子

・2/21（日）
15：00-17：30

『韓国家庭料理～キムチを使った料理～』
受講料：3，000円　定員　10名

【講師】リ・ジュン・ギョン

『恵のソース～第3回　旬野菜のソース～』
受講料：3，000円　定員　12名

【講師】小林　恵　

  ●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

　2021．2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。

・2/20（土）
10：30-13：30

『かんたんシフォン～桜シフォン～』
受講料：4，500円　定員　6名

【講師】福増　美和

・2/13（土）
10：30-14：30

・2/6（土）
10：30-13：30

『季節を感じる料理教室～バレンタインの可愛いチョコデザート～』
受講料：3，000円　定員　10名

【講師】毛利　滋子

・2/23（火・祝）
10：30-13：30

『季節を感じる料理教室～ひな祭りのパーティー料理～』
受講料：3，000円　定員　10名

【講師】毛利　滋子

閉講のお知らせ 『Seikoパン教室』は２０２１．２月より閉講です。 【講師】新屋敷 聖子

・2/28（日）
11：00-14：00

『楽しくイタリアン』
受講料：3，000円　定員　8名

【講師】西山　孝幸



 

写真はイメージです

皆んなが笑顔になりますよ＼(^o^)／

講　　座　　内　　容

今年のバレンタインは簡単だけど、心も身体も喜ぶスイーツを！
プレゼント、自分ご褒美に。

2月講座メニュー

バレンタインの可愛いチョコデザート

　　　　　　　　　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

●日 程： 2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 マルヤガーデンズ

※エプロン・筆記用具・マスク・持ち帰り用容器を

ご持参下さい。



　

         

 
 2月講座メニュー

　　　　　　写真はイメージです

※次回は3/20（土）春香る『さくらあんパン』を作ります♪お楽しみに！(*^_^*)

今月はバレンタインメニュー『ねじねじハートパン』を作ります。
簡単な成形で可愛いハートのパンが作れます！

お子様にも人気のメニューです♪

講　　座　　内　　容

ねじねじハートパン

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♪

　シニア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

●日 程：2月7日（日）

１1：0０～（2時間程度）

●場 所：マルヤガーデンズ BF garden０

●受講料：3,4００円（材料費込・税込））

※レシピ・持ち帰り生地・焼いたパンのお持ち帰り・試食パン付き

●定 員：6名

（コロナウィルス感染防止対策の観点から定員を減らしています）

～ 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・保冷剤をお持ちください。

にこ



　

2月講座メニュー
 

基本のソース:旬野菜のソース
メイン:ポークロール　野菜ソース添え
スープ:旬野菜のポタージュ

写真はイメージです

『惠みのソース』
ソースさえあれば素敵なごはん！

　　屋久島ヴィータキッチン　料理番　小林　恵

ソース作りは案外簡単。
基本をマスターすれば、多種多様のソースを自分なりにアレンジすることが可能です。

料理の引き立て役、隠し味、のばしてスープに、又はパスタの具材にも
家庭でも素晴らしいソースが手軽に作れることで、いつものお料理が素敵に変身し

レパートリーの幅が広がります。
クラシックなソースから季節野菜のソースまでレストランオリジナルレシピを公開

基本のソースと、メインディッシュ、パスタまで、楽しんで作りましょう。

講　　座　　内　　容

野菜の魅力を広げましょう。

野菜が美味しい季節です！　　野菜ベースのペーストからソースを作りましょう。

使うお野菜は、畑次第。契約農家さんの畑で、「わたし今美味しいよ！」と、主張している2月に一番美味しいお野菜を使います。

ソースはお肉やお魚に！そしてのばしてポタージュスープに。

●日 程： 2月13日（土）

１1：00～14：00

●場 所：マルヤガーデンズ BF garden０

●受講料：3，0００円（レシピ・材料費・ご試食ランチが含む）

●定 員： 12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・小さめの持ち帰り容器1～2個



 

写真はイメージです

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

今回の講座「インナービューティーぬか床レッスン」はデモンストレーション形式で行います  

2月講座メニュー

捨て漬けいらずの
インナービューティーぬか床レッスン

次の日から食べれます。

●日 程：2月18日（木）

１1：０0～１3：0０

●場 所：マルーデンズ BF garden０

●受講料：１回 5,5００円（材料費込・税込）

●定 員：6名

～ お申込み・お問合せ先 ～

０９９－８１３－８１０２ マルヤガーデンズ

※筆具,お持ち帰り用の袋をご持参ください。



　

         

 

次回は『シフォンロール』です。お楽しみに！

講　　座　　内　　容

 2月講座メニュー

サクラシフォン

写真はイメージです

今月は、春になると焼きたくなる『さくらシフォン』のレッスンです。
さくらがほんのり香るおすすめのメニュー♪

どなたでも失敗なくつくれる　コツ　はもちろんしっかりとお伝えします！
プレゼントにも喜ばれますよ(*^_^*)

　おうちパン教室
　あとりえ＠和（niko）の

かんたんシフォン

　かんたんおやつマイスター　　　　　福増　美和

あこがれのおやつ、シフォンケーキ！
ふわふわにするのは難しそう、昔失敗しちゃった、って方も多いのでは。

そんな方でも大丈夫！
誰でも作れるようになるコツがあるんです♪

こちらの講座ではこの『コツ』をしっかりお伝えしていきます。

●日 程：2月20日（土）

１0：3０～（3時間程度）

●場 所：マルヤガーデンズ BF garden０

●受講料：4,5００円（材料費込・税込））

●定 員：6名

（コロナウィルス感染防止対策の観点から定員を減らしています）

～ お申込み・お問合せ先 ～

０９９－８１３－８１０２ マルヤガーデンズ

※用意するもの・・・エプロン・筆記用具・お手拭きタオル

にこ



         

 

◯彌のお稽古

（男性も参加OKですのでご参加ください）

エプロン等持参の必要もなく、お料理が苦手な方でも気軽にご参加いただけます。

講　　座　　内　　容

台所仕事の煩わしさや苦手意識が軽くなるポイントをお伝えできればと思っております。

 2月講座メニュー

おうちで簡単居酒屋メニュー
～居酒屋定番煮込み料理とおばんざい～

　　　　　　

写真はイメージです

『◯彌お台所』主宰　講師　石丸　彌紀

 講師が調理を担当・解説する [ デモンストレーション形式 ] のお稽古です。

レシピではわからないお料理で大切なポイントを見逃すことがありません。

日々ごはんならではの効率化やメニュー展開の秘訣をお伝えしています。

●日 程：2月21日（日）

１1：0０～13：00

●場 所：マルヤガーデンズ BF garden０

●受講料：3,5００円（税込）

●定 員：6名

～ お申込み・お問合せ先 ～

０９９－８１３－８１０２ マルヤガーデンズ

※筆記用具・持ち帰り容器をご持参下さい



　

 

写真はイメージです。

講　　座　　内　　容

今回は「キムチを使った料理」をご紹介します。

2月講座メニュー

キムチ鍋など、全部で3品作ります。

みなさんに紹介します。

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

●日 程： 2月21日（日）

１5：0０～１7：30

●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・お持ち帰り用容器をご持参ください。



 

写真はイメージです

皆んなが笑顔になりますよ＼(^o^)／

講　　座　　内　　容

女の子のお節句、見た目も可愛いそして、美味しいパーティー料理、
楽しく作ってみませんか？

2月講座メニュー

ひな祭りのパーティー料理

　　　　　　　　　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

●日 程： 2月23日（火・祝）

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・筆記用具・マスク・持ち帰り用容器を

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

2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：2月28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：8名

（コロナウィルス感染防止対策の観点から定員を減らしています）

※開催予定ですがやむを得ず中止になる場合もあります。

～ お申込み・お問合せ先 ～

０９９－８１３－８１０２ マルヤガーデンズ


