
季節の花あしらい 火曜／土曜
glänta 深江 歩美先生

カルチャー《定例講座》　 ※締切日以降のお申し込みは
　電話にてお問い合わせください。申込締切│4月5日［月］必着

●￥ 10,000円（全3回）　●i 8名
日 程│4/20│5/18│6/22│

●4月／「春色リース」
●5月／「 初夏のエレガントアレンジ」
●6月／「香りも楽しむグリーンブーケ」

春色リース
ｇläｎｔａ 深江 歩美先生

カルチャー《1日講座》　 ※締切日以降のお申し込みは
　電話にてお問い合わせください。申込締切│開講日の2週間前

●〆 4/7（水） ●￥ 3,500円 ●i 8名
心が弾むような色合いのお花とグリーンでリースを作ります。生花から
ドライに変わって長く楽しんでいただけます。お部屋のインテリアのア
クセントとなるようなリースを楽しみながら作りましょう。

カルチャー《定例講座》　

カルチャー《1日講座》　

■新型コロナウイルス感染症の情勢変化によっては、掲載の講座を中止する可能性がございます。予めご了承くださいますようお願いいたします。

［火曜］10：30～12：00

4/21●水 10：30～12：00
親子で作るガラスアート

ガラス工房 Amber 黒川 こずえ先生

●〆 7/17（土） ●￥ 1,800円 ●i 8組
小さく切った色ガラスを使って、自分の好きな形にはめ込んで世界に1
つだけのアート作品を作ってみよう ！ 夏休みの宿題にもピッタリです
♪　◎大人1名子供1名で1組  ◎対象：小学1年生～6年生

●〆 8/11（水） ●￥ 2,500円 ●i 6名

7/31●土 10：30～12：30

編んでみたい ！ かぎ針編み
喫茶とニット 木  々

　手編み講師　迫頭　幸子先生

かぎ針編みの編み方、編み図の見方、糸の替え方など、3種類のコー
スターからスキルに合わせて選び、編みながら学びます。
初級者～中級者向け

8/28●土 10：30～12：00

●〆 8/29（日） ●￥ 2,000円 ●i 8名

秋の素敵コサージュ
Blanche
畑田 由美先生

大ぶりフラワーパーツにレースやパールを付けてお好み
のコサージュに！ 秋ファッションに華を添えるコサージュを
作ります。

9/12●日 10:30～12：30

●〆 9/15（水） ●￥ 500円 ●i 8名

雪印メグミルク株式会社共催 チーズを美味しく楽しむ会

雪印メグミルク 栄養士 木庭 理恵先生

チーズの7つのタイプや歴史、作り方、栄養を簡単に学んだあと、7つの
タイプのチーズを試食して頂きます。※当日は嬉しいお土産付き♪
（ナチュラルチーズを使用しますので妊娠されている方はご注意下さい）

9/29●水 13：00～14：30

初夏のエレガントアレンジ
ｇläｎｔａ 深江 歩美先生

●〆 5/6（木） ●￥ 3,500円 ●i 8名
初夏のお花を使って、上品で優しい雰囲気のアレンジを作ります。生
花は人を笑顔にさせる力があります。お花に触れてリラックスしながら
アレンジメントを楽しみましょう。
初心者の方でも安心してご参加ください。

5/20●木 10：30～12：00

アロマでお部屋を快適に･･･
Ｎａｔｕｒａｌ Life Style 野口 ミツ子先生

●〆 6/23（水） ●￥ 2,000円 ●i 8名
エッセンシャルオイル、重曹、精製水など、天然の素材を使ってルーム
スプレーとクローゼットサシェを作ります。
香りに癒されてみませんか。

7/7●水 13：30～15：30

少しの知識で広がる楽しいコーヒータイム
La Seconda Casa オーナーバリスタ

SCAJ認定コーヒーマイスター 田口 寛貴先生

●〆 7/6（火） ●￥ 2,000円 ●i 8名
様々な豆や器具でコーヒーを抽出し自分好みの味をみつけます！ また、ラテアート
も体験していただきます。コーヒーを通して気軽に皆さんで楽しみましょう！

7/20●火 13：30～15：30

ヘルシー美肌講座 Θ　by Salon de Clara
藤田 明美先生

●￥ 4,500円（全3回）　●i 8名
日 程│4/22│5/27│6/17│
健康的な美肌になるためのスキンケア、セルフケア、食事やライフス
タイルをお伝えいたします。

￥

［木曜］10：30～12：30

●￥ 10,000円（全3回）　●i 8名
日 程│4/24│5/22│6/26│

［土曜］10：30～12：00

ハンドケア＆ネイル
Nail NORI NORI先生

●￥ 6,000円（全3回）　●i 8名
日 程│5/15│7/17│9/18│
健康的な爪を育てるために欠かせないハンドケア。季節に合わせたネ
イルアートを自宅で簡単にできる方法で実践します。①手・爪のお手
入れ ②夏のネイルアート ③秋のネイルアート

［土曜］10：30～12：30
冠婚葬祭で役に立つ 実用筆ペン字講座 水曜／土曜

書道スタジオＳｔａｒｔ 寵 瑛先生

●￥ 8,000円（全6回）　●i 8名
日 程│5/12│5/26│6/9│6/23│7/7│7/21│

お中元や暑中・残暑見舞いなど夏のお便りでも役立つ実用的な
筆ペン字講座です。筆ペンで字を書くことが苦手な方もお気軽に
申込みください。 ①筆ペン書き方基礎 ②③のし書き ④⑤宛名
書き ⑥芳名帳の書き方

［水曜］10：30～12：00

書道スタジオＳｔａｒｔ 福山 嘉人先生

●￥ 8,000円（全6回）　●i 8名
日 程│6/26│7/10│7/24│8/7│8/21│9/4│

［土曜］14：00～15：30

初めてのピラティス＆ジャイロキネシス
ピラティススタジオ
studio glow代表 児嶋 静香先生

●￥ 6,000円（全3回）　●i 8名
日 程│5/15│5/29│6/12│
正しく美しい姿勢は外見の美しさだけではなく疾患の予防にも！ 3回のコー
スを通し、正しい姿勢やエクササイズを学びましょう。講座で使用するボール
（2種）はお持ち帰り頂きます。

［土曜］14：00～16：00

薬膳とスパイスの簡単クッキング
薬膳スパイスアドバイザー 藤田 明美先生

●￥ 5,550円（全3回）　●i 8名
日 程│6/10│7/8│9/9│
毎日を健やかに明るく過ごすためのヘルシーな心と体は食べた物から
作られます。免疫力アップ、体質改善・強化に導く簡単美味しい薬膳
スパイス料理を作ります♪

［木曜］10：30～12：30

tel.095-827-8501
fax.095-827-8551

お問い合せ

新型コロナウイルス感染症対策実施中

〒850-0877 長崎市築町3-18 メルカつきまち4階
●営業時間／10：00～17：30　●定休日／毎週月曜日

入室前の検温 手洗いの励行 マスクの着用

定期的な換気入退室時の消毒 ソーシャルディスタンス

『親子講座』にお申込みの場合は、保護者名と参加されるお子様のお名前・生
年月日を備考欄にご記入下さい。

講座により締切日が
異なりますのでご注
意ください。

ご友人と一緒に当落をご希望の方は、備考欄に「〇〇様と一緒に」とご記入く
ださい。

お申込み方法

申込み締切
応募者多数の場合
は抽選となりますの
でご了承ください。

受付・抽選
募集締切後、すべて
の方に結果案内を
郵送いたします。

結果を郵送
当選案内の記載に従って受講料をご入金ください。※
入金締切日までにご入金がない場合、キャンセル待ち
の方へお譲りします。【1日講座は当日入金です。】

ご　入　金

受 講

西部ガス　クッキングクラブ長崎 検索

パソコン・スマホ・HPから! FAXで！ 窓口で！ 電話はNG

《ご注意》

お電話では
受付けて
おりません。

つくる喜び、

食べる愉しみ。

春と夏の季節を

感じるひとときを。

アレンジに定評のあるｇläｎｔａのフローリストによる全３回コース。

4受講生募集
月開講

2021年4月－9月

西部ガス長崎　クッキングクラブ

¥500
J U S T !

O N E  C O I N

家庭料理やスイーツなど バラエティー豊富なテーマがいっぱい！ ※締切日以降のお申し込みは
　電話にてお問い合わせください。

申込締切│各講座開講日の2週間前気軽に参加できる１日限定のプランです！

ショールームスタッフが
グリルの便利機能を使った調理紹介！

●申込締切：開催日の2週間前
●定員：4名または8名  

※応募者多数の場合は抽選となります。
　なお、開催日の6日前よりキャンセル料が発生します。

コンロの安全性、便利機能、
お手入れ方法を実際に
調理しながらご紹介します！

1日講座1日講座
～母の日企画～
親子で作るパッカーンとろ～り
オムライス

長崎市水産農林政策課共催 ～毎月１９日は食卓の日～

お料理教室 プチ・フルール 川島 節子先生

●〆 4/25（日） ●￥ 2,000円 ●i 12組
5/9日 10：30～14：00

母の日に、親子でとろ～り美味しいオムラ
イスを作りませんか？普段は忙しいお母さ
んと一緒に、楽しいお話をしながらゆっくり
過ごしましょう♪ ※大人1名、子供1名で
1組　※対象（小学１年生～６年生）

飲むだけで終わらない！
お茶を〇ごと食す

食育指導士、日本紅茶協会認定、
ティーアドバイザー、日本茶アドバイザー

三宅 文香先生

●〆 5/1（土） ●￥ 2,500円 ●i 24名
5/15土 10：30～14：00

新茶のシーズン、おいしく茶を飲み茶を食
べよう！ 茶葉や茶殻を使って家庭で作れ
る和洋折衷のメニューとデザートを作りま
しょう。お茶の試飲やバリエーションティー
の紹介もあります。

〆

俺のパン作り
ちいさな自宅教室 まなびのパン 池口 久美子先生

●〆 5/15（土） ●￥ 2,500円 ●i 24名
5/29土 10：30～14：30

おうち時間が増えた今、お
料理をする男性も増えてい
るようです。そこで今回はパ
ン作りに挑戦！ パンを焼け
る男になろう！

〆

おいしいあんこで
おいしい饅頭を作ろう！
菓匠 佐藤饅頭 佐藤 健一先生

●〆 5/19（水） ●￥ 2,000円 ●i 24名
6/2水  10：30～14：00

一つ一つ丁寧に作られた和菓子で、地元
の方からもずっと愛され続けている人気店
の菓匠佐藤饅頭さんから本格的なお饅頭
を学びませんか？当日は山芋を使った藷蕷
まんじゅうを作ります。 ※山芋アレルギーの方はご遠慮下さい。

カゴメ株式会社共催　
基本のトマトソースアレンジ
レシピ Ｐａｒｔ ① 西部ガススタッフ

●〆 5/26（水） ●￥ 800円 ●i 8名
6/9水 10：30～14：00

節子先生の旬レシピ
お料理教室 プチ・フルール 川島 節子先生

●〆 5/29（土） ●￥ 2,500円 ●i 24名
6/12土 10：30～14：00

定例講座で大人気だった節子先生の旬レ
シピが1日講座で登場！毎日の献立にも最
適な、旬の食材を使ったバラエティー豊か
なレシピをご紹介します！節子先生のユーモ
アな話を聞きながら楽しくお料理しません
か？ 【メニュー】鯵寿司、鯵の和風エスカ
ベーシュ、お吸い物

本格！ インドカレー
元バラダ経営 河野 有爲子先生

●〆 6/5（土） ●￥ 2,500円  ●i 24名
6/19土 10：30～14：00

インド生活を体験された有爲子
さんから、スパイスの使い方やイ
ンド文化について一緒に学びま
せんか？ 本場の本格インドカ
レーをマスターして暑い夏に備え
ましょう！

〆

夏に最適！あっさり洋食
Ｃｈｅｚ Ｄｅｊｉｍａ(シェ・デジマ） 坂本 洋一先生

●〆 6/12（土） ●￥ 2,500円 ●i 24名
6/26土 10：30～14：00

今や食卓に欠かせない洋食。おう
ちごはんもやっぱり華やかにオシャ
レに決めたいですよね？ 坂本シェ
フが暑い夏に最適な、あっさり洋
食レシピを皆さんに伝授します！さ
あ、オシャレご飯をみんなで極めよ
う♪

絶品晩ごはん
お料理教室 プチ・フルール 川島 節子先生

●〆 6/22（火） ●￥ 2,500円 ●i 24名
7/6火 18：30～21：00

今夜は何を作ろうかしら？そんな時にパ
パっと作れるおいしいレシピがあると助か
りますよね。見た目よし！味良し！そんな絶品
なお料理を節子先生がご紹介します♪　
【メニュー】黒酢酢豚、海老とブロッコリー
のふわふわ炒め、冬瓜と貝柱のスープ

夏を中華で乗り切ろう！
Chez Dejima（シェ・デジマ） 堀切 章郎先生

●〆 6/26（土） ●￥ 2,500円 ●i 24名
7/10土 10：30～14：00

中華料理アジアシェフ大会で金
賞を受賞した堀切シェフが、この
夏にぴったりのおいしい中華メ
ニューをわかりやすく伝授します。
夏バテにも最適な料理をみんなで
一緒にマスターしましょう♪

〆

●〆 7/9（金） ●￥ 2,500円 ●i 24名
7/23金 18：30～21：00

ＶＲ工場見学にてビールのつくり方を学んで頂いた後、スーパードライ
他、アサヒビール厳選の3種を飲み比べていただき食との相性を確か
める講座となっております。ビールに合うおつまみも皆様に作っていた
だきます。 ※20歳未満の方、車での参加はご遠慮下さい。

親子で一緒にエコ・クッキング
西部ガス（株） エコクッキングナビゲーター

●〆 7/18（日） ●￥ 500円 ●i 12組
8/1日 10：15～14：00

エネルギーや食材を大切にして美味し
い料理を作ってみませんか？夏休みの
自由研究にも使えそうな内容をご紹介
します。調理前にエコ・クッキングにつ
いての座学が25分間あります。 ※大
人１名、子供１名で1組 ※対象小学２
年生～６年生

ガレットでブランチを
お料理教室Ｈｙｇｇｅ（ヒュッゲ） 八木 香織先生

●〆 7/25（日） ●￥ 2,500円 ●i 24名
8/8日 10：30～14：00

そば粉を使用したガレットはフラン
ス・ブルターニュ地方で生まれた
郷土料理。ブルターニュ流は、片
面だけを焼いてフライパンの上で
ハムやチーズ、卵、野菜等をトッ
ピングするのが特徴です。休日の
ブランチにいかがですか？     ※そばアレルギーの方はご遠慮下さい。

よるぱん
－ビールに合うおつまみぱん－
製菓衛生師 食生活アドバイザー 山下 睦美先生

●〆 8/7（土） ●￥ 2,500円 ●i 24名
8/21土 10：30～14：30

昨年開催された講座“よるぱん”第二弾で
す！今回はビールに合う、おつまみぱんをお
1人ずつ手ごねしていただきます！みんなで
楽しくぱんづくりしましょう♪ ※当日はビー
ルが付き、試食もあります。

シェフおすすめのシーフードカレー
Ｃｈｅｚ Ｄｅｊｉｍａ(シェ・デジマ） 坂本 洋一先生

●〆 8/11（水） ●￥ 2,500円 ●i 24名
8/29日 10：30～14：00

洋食屋さんのカレーをおうちでも
簡単に作れたら嬉しいですよね♪
魚介の旨みがギュッと凝縮された
シーフードカレーを、坂本シェフが
丁寧にわかりやすくお教えします。
シェフ直伝のカレーを学べるチャン
スですよ♪

おうちで簡単！ ワンプレート
Ｃｈｅｚ Ｄｅｊｉｍａ(シェ・デジマ） 坂本 洋一先生

●〆 8/27（金） ●￥ 2,500円 ●i 24名
9/10金 18：30～21：00

一枚のお皿で、お肉やお魚、お野菜
などいろんなお料理が楽しめるワン
プレート♪ おうちごはんが増えた今、
サクッと作れて見栄えもＧＯＯＤ！そん
なお料理を覚えたいという方に最適
な講座です。シェフからオシャレな盛
り付けのコツも教えてもらいましょう！

500 円体験レッスン

詳しくはコチラへ

チョーコー醤油株式会社共催　
チョーコーのだし酢で簡単♪
クイック料理 フードクリエイター YUMIKO先生

●〆 7/17（土） ●￥ 2,500円 ●i 24名
7/31土 10：30～14：00

純米酢のまろやかな酸味に長崎県産炭火焼きあごの旨
み、長崎県壱岐産ゆず果汁の香りが詰まった調味酢
『長崎焼きあごだし酢』！これ１本で簡単料理上手！今回
はこちらを使った簡単クイック料理をご紹介します。 ※当
日はうれしいお土産付きです！！

さっぱり 夏の豆富料理
豆富料理 六弥太 本田 殖也先生

●〆 6/23（水） ●￥ 2,500円 ●i 24名
7/7水 10：30～14：00

暑い夏にさっぱりと美味しく、一技効いた
豆富料理を紹介します。懐石料理店で出
てくるような一風変わった料理をスーパー
で手に入る食材だけで簡単に作ります！ 
【メニュー】鶏とオクラの和風ミートローフ、
滝川とうふ、とうもろこし御飯、トマトの夏
豚汁

春の旬「長崎の魚」を使った
和風料理教室
長崎中央調理師会 のさ庵 伊藤 嘉朗先生

●〆 5/5（水） ●￥ 2,000円 ●i 24名
5/19水 10：30～14：00

漁獲量は全国2位、魚種は全国1位と言われ
ている「魚の美味しいまち長崎」。長崎の美味
しい魚を使った和風料理を教えていただきます！春の旬、長崎ではどん
な魚が揚がるのか。美味しい「長崎の魚」をぜひ食卓に！

長崎市水産農林政策課共催 ～毎月１９日は食卓の日～

初夏の旬「長崎の魚」を使った
中華料理教室
Chez Dejima（シェ・デジマ） 堀切 章郎先生

●〆 6/3（木） ●￥ 2,000円 ●i 24名
6/17木 10：30～14：00

漁獲量は全国2位、魚種は全国1位と言われ
ている「魚の美味しいまち長崎」。長崎の美味
しい魚を使って、中華料理を作ります。家庭で
できる中華料理のコツを教えていただきます。

～夏休み企画～
親子de 楽しくパン作り
ちいさな自宅教室 まなびのパン 池口 久美子先生

●〆 7/21（水） ●￥ 2,000円 ●i 12組
8/5木 10：30～14：30

夏休み、親子で楽しくパン作りを体験して
みませんか？親子で一緒に仲良く生地をこ
ねて作るパンは、絶対においしいはず！！
大人1名、子供1名で1組 ※対象（小学１
年生～６年生）

初夏の簡単イタリアンランチ
～長崎スイーツ王子と一緒に～

Italian&Sweets Muggina シェフ 鈴木 貴之先生

●〆 5/11（火） ●￥ 2,500円 ●i 24名
5/25火  10：30～14：00

崇福寺通りにあるイタリアン（Italian＆
Sweets Muggina ムッジーナ）の鈴木
先生が、初夏の簡単イタリアンランチの
作り方をご紹介します。長崎スイーツ王
子と呼ばれる先生のスイーツにもご期待
下さい！

お菓子づくりのじかん
製菓衛生師 食生活アドバイザー 山下 睦美先生

●〆 7/8（木） ●￥ 2,500円  ●i 24名
7/22木 10：30～14：30

かんたん！おいしい！ お菓子づくり
のじかんです♪
手軽に作れる季節のスイーツを
ご紹介します。みんなで楽しくお
菓子づくりしませんか？
※写真はイメージです。

晴れの日のごちそう
お料理教室 プチ・フルール 川島 節子先生

●〆 8/28（土） ●￥ 2,500円 ●i 24名
9/11土 10：30～14：00

人生の記念すべき日や大切な
節目の時には、手作りで心のこ
もったお料理を！そんな晴れの日
にぴったりのお料理を節子先生
がご紹介します！ 【メニュー】カニ
爪揚げ、牛たたきのサラダ、かぼ
ちゃ茶巾、お吸い物

～父の日企画～
お父さんと一緒にパンを作ろう！
お料理研究家 村田 佳奈子先生

●〆 6/6（日） ●￥ 2,000円 ●i 12組
6/20日 10：30～14：30

父の日に親子でパン作りを楽しみませんか？
大人も子供も大好きなカレーパンを作りま
す。揚げずにオーブンで焼いて仕上げるカ
レーパンです。親子で楽しい時間を過ごしま
しょう！※大人1名、子供1名で1組　※対象（小学1年生～6年生）

出汁ってなぁに？
～おだしティスティング～その壱
魚の学校 だしソムリエ 姫田 優子先生

●〆 5/16（日） ●￥ 2,000円 ●i 24名
5/30日 10：30～14：00

お出汁とは？
日本の家庭料理には欠かせない、お出汁
の話を聞きながら、おこわとお汁物を作り
ます。

～夏休み企画～
親子で挑戦☆鉄火巻とかっぱ巻
魚の学校 だしソムリエ 姫田 優子先生

●〆 7/14（水） ●￥ 2,000円 ●i 12組
7/28水 10：30～14：00

毎年、日本人が好きな料理1位を独占して
いる〝お寿司”を親子で作ってみましょう♥
巻き物って難しい？！ きっと難しいが楽しい
に変わります‼ お吸い物と大福も付きます
♪ ※大人1名、子供1名で1組　※対象（小学1年生～6年生）

初心者でも簡単！パンレッスン
ちいさな自宅教室まなびのパン 池口 久美子先生

●〆 6/16（水） ●￥ 2,500円 ●i 24名
6/30水 10：30～14：30

初心者大歓迎！こね方のコツや発
酵具合など、わかりやすく丁寧に
レッスンします。パンは各自で作っ
ていただきますので、しっかりと学
べます。

6/4金・9/25土 10:30～12:30

5/20木・9/29水 10:30～12:30

6/25金・9/5日 10:30～12:30

7/15木・9/8水 10:30～12:30

5/28金・8/28土 10:30～12:30

「ザ・ココット」（ダッチオーブン）
定員：8名

リンナイ

「ラ・クック」 定員：4名パロマ

「キャセロール」＆「プレートパン」
 定員：8名

●最新のガスコンロお試し体験講座
              定員：8名

ノーリツ

「ココットプレート」 定員：8名リンナイ

お昼と夜の講座

ライフスタイルに
合わせて選べます！

申込締切│4月5日［月］

※締切日以降のお申し込みは
　電話にてお問い合わせください。

◎初回以降の定例講座申込（二次募集）に
　関してはお問合せ下さい。

パン作り～基本編～
《火曜日コース》
ちいさな自宅教室 まなびのパン
池口 久美子先生
全6回│4/20│5/18│6/15│
      │7/13│8/24│9/14│

初めての方もこね方や発酵具合、手ごねはもち
ろん機械でこねる事もでき、基本からしっかりと
学ぶことができる講座です。焼きたてパンをご自
宅でも楽しみませんか？ パンは持ち帰ってお召
し上がりください。（試食の時間はありません）

■火 10:30～14:30 ●￥ 9,000円 ●i 24名

お昼の講座

YUMIKO先生の
おすすめレシピ
フードクリエイター
YUMIKO先生
全3回│4/22│5/27│6/24

毎日のお食事が、見て食べて楽しめる、そんな
料理でたくさんだったら、食卓は自然と笑顔に♪
YUMIKO先生から、季節感あふれる華やかな
美味しいレシピを調理や盛り付けのコツも含め
てご紹介いただきます。   

■木 10:30～14:00 ●￥ 5,500円 ●i 24名

美味しい楽ウマご飯
魚の学校　だしソムリエ
姫田 優子先生

おうちでほっこり
日本料理
天ぷら・割烹　のだ 店主
高島 基晴先生
全4回│5/23│6/27│7/25│9/5

厚生労働省認可の日本料理専門調理師資格を
持っている高島先生から、日本料理をベースにアレ
ンジを加えた「新長崎和食」を学んでみませんか？
料理に関する興味深いお話も、高島先生がユーモ
アを交えて色々教えて下さる満足のいく講座です。

■日 10:30～14:30 ●￥ 7,500円 ●i 24名

夜の講座

シェフのうちごはん
Ｃｈｅｚ Ｄｅｊｉｍａ(シェ・デジマ）
坂本 洋一先生
全6回│4/21│5/26│6/23│
      │7/21│8/25│9/15│

オシャレで美味しく、華やかなお料理とデザートを
坂本シェフから学びませんか？ 本格的でおもて
なしにも最適なお料理です。シェフの優しく楽し
い人柄に触れつつ、皆さんでおいしいひと時を
過ごしましょう！   

■水 18:30～21:00 ●￥ 10,000円 ●i 24名

ピアチェのイタリアン
ピアチェーボレ
今道 康弘先生
全3回│7/8│8/19 │9/16│

眼鏡橋近くにある人気店「ピアチェーボレ」の
オーナー今道シェフから、本場イタリアの家庭料
理を学びませんか？間近でプロの技やコツを見
ることができ、優しく気さくな今道シェフが本格イ
タリアンの味を皆様にわかりやすく伝授します♪

■木 18:30～21:00 ●￥ 6,500円 ●i 24名

魚のき・ほ・ん
魚の学校　だしソムリエ
姫田 優子先生

とっておきの
褒められごはん
嬉野温泉 茶心の宿 和楽園
鉄板焼きえん 料理長 太田黒 敬先生
全4回│5/13│7/1│8/5│9/2

忙しい毎日に、フライパン一つでパパっと作れる
絶品料理があったら助かりますよね♪ 後片付
けだって楽チン！簡単なのにオシャレでおいしい。
そんな「ワンパン料理」を含めたとっておきのほ
められレシピをご紹介いたします。　

■木 18:30～21:00 ●￥ 7,500円 ●i 24名詳しくはコチラへ

定例
　　講座
定例
　　講座

『グリル』を使わ
ないってもったい

ない！

各自で作る
お持ち帰り

全6回│4/24│5/22│6/5│
      │7/3│8/7│9/4│

しっかり手作り
★だけど簡単！要
は慣れること。習
慣にすること。こ
の機会に手作り
することに慣れ
ていきましょう！ そ
して手作りの美
味しさを再認識
して頂きたいと
思います。全6回
全て1時間で完
成します‼

■土 10:30～14:00 ●￥ 9,000円 ●i 24名 パン作り～基本編～
《日曜日コース》
ちいさな自宅教室 まなびのパン
池口 久美子先生
全6回│4/18│5/16│6/13
      │7/11│8/22│9/12│

初めての方もこね方や発酵具合、手ごねはもち
ろん機械でこねる事もでき、基本からしっかりと
学ぶことができる講座です。焼きたてパンをご自
宅でも楽しみませんか？ パンは持ち帰ってお召
し上がりください。（試食の時間はありません）　

■日 10:30～14:30 ●￥ 9,000円 ●i 24名

夜間講座

夜間講座

夜間講座

夜間講座

全6回│4/23│5/21│6/18│
      │7/30│8/27│9/17│

様々な旬の魚を使ったメニューをご紹介していき
ます。全6回の中で4回は一人一匹ずつ魚をさ
ばき、２回は切身を使用します。初心者の方もそ
うでない方も魚好きの人集まれ！

■金 18:30～21:00 ●￥ 9,000円 ●i 24名

各自で作る
お持ち帰り

各自で作る男性限定
お持ち帰り

お持ち帰り

お持ち帰り

各親子で作る

各自で作る お持ち帰り

各自で作る お持ち帰り

お持ち帰り

お持ち帰り

親子講座

親子講座

親子講座

親子講座

親子講座

お土産付き

夜間講座

夜間講座

アサヒビール株式会社共催
和食に合う日本のビールと
イタリアのビール アサヒビール株式会社 長崎支社

支社長 古川充彦
副主任 舩門啓司
魚の学校 だしソムリエ
姫田 優子先生お土産付き 夜間講座

長崎市水産農林政策課共催 ～毎月１９日は食卓の日～

「長崎和牛・出島ばらいろ」
料理教室
ＮＰＯ法人長崎の食文化を推進する会 理事長 山下 慧先生

●〆 8/5（木） ●￥ 2,500円 ●i 24名
8/19木 10：30～14：00

バラの花のように鮮やかな肉色とバラ肉
の厚さが特徴的な「出島ばらいろ」。ご家
庭でも活用できる出島ばらいろを使った料
理を教えていただきます。

カゴメ株式会社共催　
基本のトマトソースアレンジ
レシピ Ｐａｒｔ ② 西部ガススタッフ

●〆 8/18（水） ●￥ 800円 ●i 8名
9/1水 10：30～14：00 お土産付き 〆

出汁ってなぁに？
～おだしティスティング～その弍
魚の学校 だしソムリエ 姫田 優子先生

●〆 9/10（金） ●￥ 2,000円 ●i 24名
9/24金 10：30～14：00

お出汁の種類は？
材料の違いや相性を考えながら、茶碗蒸
しと五目煮を作ります。

雪印メグミルク株式会社共催　
簡単、チーズを使った料理講習会
雪印メグミルク 栄養士 中村 静子先生

●〆 9/16（木） ●￥ 1,500円 ●i 23名
9/30木 11：00～13：30

チーズを使った手軽な料理講習会です。
試食をしながら30分間「骨とカルシウム」
の講義を受けて頂きます。 ※当日は嬉し
いお土産付きです。

お土産付き

お土産付き

カゴメの基本のトマトソースを使って、西部ガススタッ
フがアレンジレシピをご紹
介します。 ※当日はうれし
いお土産付きです！！

カゴメの基本のトマトソースを使って、西部ガススタッ
フがアレンジレシピをご紹
介します。 ※当日はうれし
いお土産付きです！！

※当日はマスコミ取材が入る場合がございます。

※当日はマスコミ取材が入る場合がございます。

※当日はマスコミ取材が入る場合がございます。


