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2013年12月１日（日）まで応 募 期 間

お電話 086－440－6277
または ご来館にて受付

応 募 方 法

初めてなので、行きにくい…
という方、必見！初めての方を
優先します。大人気のオムラ
イス、再び…！ふわとろにする
テクをシェフから伝授☆もちろ
んリピーターさんの応募もＯＫ。

１月10日（金） 
10：00～ 13：30

日 　時

1,000円受講料

レストラン　Ｍｉｎｔ
岡本　泰子 先生

講　師

大好き！とろとろオムライス

食べるのがキュン…とし
ちゃう、かわいいアニマ
ルパンと、体にやさしい
米粉のキャロットサブレ
を親子で楽しく作りま
しょう。お持ち帰りあり。

ほっこりダッチオーブンの活躍す
る季節が近づいてまいりました。
オシャレな料理のイメージかと思
いきや、ふだん使いにも実は大活
躍☆短時間で、食材の旨みを存分
に引き出します！おでんと他数品。

見た目も素敵なワインに
合うオードブルと、デザー
トにリンゴのタルトを作り
ます。おもてなしや記念
日に少し加えるだけで、
一気にワンランクアップ♪

可愛い！できる女！間違いなし！連島
ごぼうピラフ、クラムチャウダーパ
イ包み焼き、チョコレートババロア
などなど、素敵なバレンタインを
演出してくれるお料理とスウィーツ
を一緒に習えるお得な教室☆

今年のバレンタインは生
チョコレート♥口の中でと
ろっと溶ける、絶品生チョ
コレートをつくりましょう。
一人一箱のお持ち帰り付な
ので、そのままプレゼント？！

日 時・受講料・講 師内　　　容

旬の魚を一匹まるごと、さば
きます！この機会にチャレン
ジしてみませんか？さばいた
ら、漬け丼、グリルで切り身
の塩窯焼き、寄せ鍋他で、
おいしくいただきましょう

定員 16名

１月19日（日） 
10：00～ 13：30

日 　時

1組 1,500円受講料

遊夢
川田　妙子 先生

講　師

魚介がゴロゴロ☆シーフード
パスタ トマト風味と、チキンと
ごぼうのサラダ。お家で作ると
具だくさんで、ヘルシー！パスタ
のレパートリーを増やしたい方
やお料理初心者の方にも是非！

基本の第２弾☆和食っていい
なぁ…と改めて感じさせられ
る…煮魚、かき玉汁、天ぷら、
酢の物を作ります。基本を勉
強したいって方からお料理初
心者の方、花嫁修業にも♪

手作りおやつを作りたいけど、
時間はかけたくない…って方、
必見！3種類のおやつを短時間
で作っちゃいます。いちご大福、
抹茶ミルクわらびもち、おから
のスコーンをお持ち帰り付で♥

スーパーで買える食材で、ヘル
シーな本場のタイ料理を作り
ます。ガッパオライス、タイ風
えびの春巻き、にんじんのソム
タム…食べたことないって方
も、一度食べたら、やみつきに？！

部屋中にバターや、チョコ
レート、パンの香りがいっぱ
いに広がり、幸せ気分間違
いなし♪さくさくのクロワッサ
ン＆チョコクロを一緒に作り
ます。嬉しいお持ち帰り付☆

日 時・受講料・講 師内　　　容

受講生募集！
クッキングスタジオ・カルチャー教室

1～3月開催

ク ッ キ ン グ ス タ ジ オ

夜間
開催NEW

NEW 日曜日
開催

日曜日
開催

１月21日（火） 
10：00～ 13：30

日 　時

1,500円受講料

倉敷市食育推進会議委員
管理栄養士
有井　京子 先生

講　師

２月４日（火） 
10：00～ 13：30

日 　時

1,500円受講料

倉敷市食育推進会議委員
管理栄養士
有井　京子 先生

講　師

２月16日（日） 
10：00～ 13：30

日 　時

2,000円受講料

喫茶てんき
三坂　末晴 先生

講　師

３月６日（木） 
10：00～ 13：30

日 　時

1,000円受講料

倉敷市食育推進会議委員
管理栄養士
有井　京子 先生

講　師

３月18日（火） 
18：30～ 21：00

日 　時

1,500円受講料

タイ料理教室
Baan　Keiko　
平山　恵子 先生

講　師

１月27日（月） 
10：00～ 13：30

日 　時

1,200円受講料

倉敷芸術科学大学
調理師別科
須田　光郎 先生

講　師

２月13日（木） 
13：30～ 16：30

日 　時

1,500円受講料

倉敷芸術科学大学
製菓衛生師別科
大野　直明 先生

講　師

２月27日（木） 
10：00～ 13：30

日 　時

1,200円受講料

倉敷芸術科学大学
調理師別科
須田　光郎 先生

講　師

３月10日（月） 
10：00～ 12：30

日 　時

1,000円受講料

栄養士
岡本 美佐恵 先生

講　師

３月28日（金） 
13：30～ 16：30

日 　時

1,200円受講料

倉敷芸術科学大学
製菓衛生師別科
大野　直明 先生

講　師

時短
教室

A 挑戦！魚料理G

おうちでパスタランチH

和食のいろは２I

こどものおやつJ

タイ料理の魅力♪K

クロワッサン＆チョコクロL

親子ｄeパン作りB

わたしのダッチ日和りC

今宵はワイン気分D

365日の笑顔（バレンタイン編）E

本命♥生チョコレートF

　小学生のお子さま（と保護者８組　　）
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１月24日（金） 
10：00～ 12：00

日 　時

2,000円受講料

10名定　員

日本フラワー
デザイナー協会
NFD講師
藤本　純子 先生

講　師

２月９日（日） 
10：00～ 11：30

日 　時

1組 1,600円受講料

５組10名定　員

手作りキャンドル
「キャンドルワールド」

講　師

３月７日（金） 
10：00～ 12：00

日 　時

1,000円受講料

10名定　員

サクラクレパス
メモラビリアート認定講師
橋本　敦子 先生

講　師

日時・受講料・定員・講師

かわいいキャンドルを
親子で作りませんか？
顔や好きな模様を選ん
で自分だけの「ぽっぽ
ちゃん」キャンドルを作
ります。お部屋のインテ
リアとしても飾れます。

プリザーブドフラワーで
コサージュを作ります。
卒業・入学シーズン向
けて、必要なコサージュ
を手作りしてみません
か？作品はケースに入れ
てお持ち帰りできます。

内　　　容

写真を整理したいこの
時期に、ボリューム
たっぷりのかわいい
ステッカーや柄ペー
パーを使って思い出の
写真を楽しくまとめま
しょう♪ 

●お申し込みは、お電話またはご来館でお受けいたします。
●定員に満たない場合は応募締め切り後も受付けをさせていただきます。
●写真はイメージです。メニューは予告なく変更される場合がございます。

●親子教室以外は、お子さま連れでの受講はご遠慮ください。
●弊社都合により、日程・時間を変更することがございます。

カ ル チ ャ ー
教 室

親子
教室

クッキングスタジオの中でも
人気の高い『わたしのダッチ日和り』

ダッチオーブン対応の
機種のみ使用できます。

いろいろなジャンルの先生にお願いしている教室です！

一度使うと、すっかり魅力に
はまってしまうダッチオーブン…
鉄でできているお鍋なので、重たいですが、
これが旨みを閉じ込めるポイントです♪

とっても

楽しそうな

 教室だね！

一度使ってみたいって
方から、家にあるから、
レパートリーを
増やしたいって方まで、
みんなで楽しく
お料理しています。

これが

ダッチオーブン

スープなどの煮込み料理や、お肉料理…
え！ドリアもできちゃう！

うわぁ！
美味しそう！！

本格的なものから、手軽なものまで、なんでも
お任せのダッチオーブン。点火をすれば、火加減
等、気にする必要がありませんのでとっても便利。

冬支度に、ダッチオーブンをぜひ！

れすぱへGO！

いろ
いろな

ジャンルの教室を開催しております。

クッキン
グ

スタジオ
では

今回は
私のダッチ日和りをチェック♪

プリザーブドコサージュ1

ミニアルバム作り3親子でキャンドル作り2

　小学生のお子さま（と保護者５組　　）

くらしの交流館れすぱでは
ダッチオーブン対応の
コンロを展示しております。
興味のある方は、
スタッフ一同お待ちしております。


