
「一人でも多くの方に料理の楽しさ、おいしさを知ってい
ただきたい」ため入会金はいただいておりません。

水島ガスからのお知らせ

Ｓｉセンサー付きコンロやダッチオーブンなど、最新の
ガス機器を使って本格料理を学んでいただけます。　

旬の食材を活かした季節感あふれる料理や、焼き立ての香り
豊かなパンなど、魅力的なメニューを多数ご用意しております。
　

豊富な知識を持った多彩な講師が、丁寧にサポートしま
すので、はじめての方でも安心してご参加いただけます。
　

Cooking&Culture
SCHOOL

Cooking&Culture
SCHOOL

Cooking&Culture
SCHOOL

Cooking&Culture
SCHOOL

料理教室・カルチャー教室のご案内

水島ガスショールーム

ショールームれすぱの
展示コーナーをリニューアルしました。

キッチンアイ

2017年3月13日（月）抽選結果発送

水島ガスショールーム

くらしの交流館
「れ す ぱ」

開 催 場 所

お問い合わせ・お申し込みはこちら

お申込み方法

2017年2月28日（火）まで応 募 期 間

お電話 または ご来館にて受付応 募 方 法

〒712－8014  倉敷市連島中央1－12－19
☎086－440－6277
http://www.mizushima-gas.co.jp

検索水島ガス
営業時間／10：00～17：00　定休日／水曜日・祝日・年末年始

水島ガス株式会社 〒712－8611 倉敷市水島福崎町3－30

システムキッチンをはじめとした
リフォーム機器のスペースを新た
に設けました。
最新機器の機能特徴を見て触れ
て実感いただけます。

数ある商品の中からお気に入りのレンジ
フードを見つけてください♪浄水器付水
栓なども手にとって体感いただけます。

取扱い商品に限りますが、各メーカーごとの特徴が
お気軽に一度にご覧いただけるのもポイントです。

今後もお客さまの生活に役立つ情報の発信基地
として地域に密着し、親しみやすいショールーム
を目指してまいります。
新しくなった「くらしの交流館れすぱ」に、
ぜひみなさまお越しください。

見るだけでも
　　楽しくなります！

クッキング＆カルチャースクール4つの魅力

入会金 入会金不要
￥0

Point
1

最新ガス機器・設備が充実Point
4

多彩なレッスンメニューPoint
2

充実の講師陣Point
3

水島ガスショールーム くらしの交流館「れすぱ」

人気の取替え用レンジフードも取り揃えております

いつでもお気軽にお越しください♪

最新リフォーム機器を充実

♪♪ ♪♪

れすぱへ
行ってみよう♥
れすぱへ

行ってみよう♥

キッズスタジオ
オズ

ダルマヤ
シェル
GS

至倉敷

至玉島
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特別企画特別企画
A 春の ランチバイキング

それぞれのテーブルで作ったお料
理を合わせてみんなでランチバイ
キング！たくさんのレシピが学べ
て、いつもとは少し違った雰囲気
でわいわい楽しみましょう♪何を
担当するかは当日のお楽しみ！

10名

参加費無料

「れすぱ」では、新規や季節もの、
また流行の先取りや人気の教室を
目指して教室を開催しています。
新規講師の方も募集していますので、

ぜひお問合せください！

４月13日（木） 
13：30～ 16：00

日 　時

遊夢
川田　妙子 先生

講　師

2,200円（税込）
受講料

４月20日（木） 
10：00～12：00

日 　時

Y’s  ｆｌｏｗｅｒ
佐野　陽平 先生

講師

2,000円
（税込）

受講料

定　員 10名

５月21日（日） 
10:00～12:00

日 　時

アトリエピピ
戸川 由美子 先生

講　師

1,500円
（税込）

受講料

定　員

10名

６月13日（火） 
10:00～12:00

日 　時

ぴえすはなずき　主宰
片山　幾代 先生

講　師

2,500円
（税込）

受講料

定　員

４月18日（火） 
10：00～ 13：30

日 　時

レストラン　MINT
岡本　泰子 先生

講　師

2,200円（税込）
受講料

５月14日（日）
10：00～ 13：00

日 　時

麺職人
岡田　文夫 先生

講　師

1,800円（税込）
受講料

６月25日（日） 
10：00～ 13：00

日 　時

日本食の料理人
三坂　末晴 先生

講　師

2,500円（税込）
受講料

５月29日（月） 
10：00～ 13：30

日 　時

管理栄養士
有井　京子 先生

講　師

2,000円（税込）
受講料

６月９日（金） 
13：30～16：00

日 　時

遊夢
川田　妙子 先生

講　師

2,200円（税込）
受講料

6月4日（日） 
10：00～ 12：30

日 　時

管理栄養士
有井　京子 先生

講　師
1,500円（税込）
受講料

①５月19日（金）
②５月23日（火） 
10：00～ 12：30

日 　時

れすぱスタッフ
講　師

500円（税込）
受講料

4月24日（月） 
10：00～14：00

日 　時

2,500円（税込）
受講料

menu

管理栄養士
有井　京子 先生

講　師

●オードブル　●お肉料理
●お魚料理●デザート　他

６月15日（木） 
10：00～14：00

日 　時

パン大好き人間
繁本　和美 先生

講　師

1,800円（税込）
受講料

大好評

●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。

クッキング（定員16名） 旬を味わう、役立つ講座でレベルアップ

E 春のわくわくプレート

こんな素敵なデザートなら、おしゃべりもより楽しくなりそう！
春らしい桜のシフォンケーキに、ホットビスケット、カフェジュ
レもつけて。明日も頑張ろう　　 と元気になれるデザートプ
レートを一緒につくりましょう!(^^)! ちょっぴりお土産付 !

❶ 春を感じる寄せ植え

毎回好評の寄せ植え教室。今回は、春の可愛いお
花をギュッギュッと寄せて植え込みます。初心者の
方も丁寧にｺﾂが教われるので安心です。一緒に春
を感じながら寄せ植えを楽しみましょう♪

❷ ポーセラーツでマグカップづくり

今注目の「ポーセラーツ」。転写シートを使うので、絵
心に自信がない方でも簡単に自分好みのアイテム
が作れるのも人気の理由です。デザイナー気分で
自分好みのコーヒーカップに仕上げましょう♪

❸ ハートフレームアレンジ（フラワーアレンジメント）

今回は、白い陶器を使ったフレームアレンジ
の教室を行います。お部屋にそのまま飾っ
ても良し、プレゼントにも喜ばれること間
違いなしの作品です♪

F ハッピー ランチ ボックス

新生活に向けて、ランチタイムが楽しくなれるお
弁当♪ちょっとおしゃれに、そしてヘルシーでアイ
デアいっぱいのトマトと豆腐のドライカレーJAR、
パイ缶、マリネなどなど♪JARのお土産付♥

C うどんのワン・ツー・スリー

親子のきずなが深まります。一緒に汗
を流して作ったうどんは、きっと格別！
作ったうどんは釜玉うどんで召し上
がっていただきます。おうちではなか
なか出来ない体験をぜひ！

D お魚学校

親子で 1 匹のお魚をさばきます。さばいた旬のお
魚は、みんな大好き、かつ丼に♪お魚嫌いのお子さ
まも、自分でさばくと食べられるかも♪お魚をさ
ばくのが苦手…というお父さん、お母さんも、お子
さまと一緒に楽しくお料理してみましょう。

G 365日の笑顔：やさしいおばんざい編

毒月といわれる 5 月に、からだをいたわる和食のおば
んざいを！ 定番料理への一工夫や、豆知識がたっぷり
詰まって、「お家でやってみたよ」が続出の教室♪唐揚
げのおろし和え、高野豆腐の肉詰め、その他数品。

H 米粉のベイクドチーズケーキ

簡単チーズケーキはいかがでしょうか。混ぜて焼くだけ！
簡単なのに、とってもおいしい♥手軽に作ることができ
るので、お菓子作り初心者の方にもおススメです。うれし
い1ホールのお持ち帰りで、梅ジュレのおまけ付♪

I はじめてのパン 
～缶パン&乾パン～

いつものパンを、空き缶で焼いたら楽しくてや
わらかいパンになりました。家にあるものを上
手に利用した、可愛いパンです。おやつにオスス
メな手作り乾パンのおまけ付。お持ち帰りあり ！  

カルチャー お気に入りの教室がきっと見つかるはず！

親子クッキング（定員　お子様と保護者のペア8組）

らくらくクッキング（定員8名）使い方ひとつでとっても便利！

●魚のかつ丼
　あっさりお茶漬け風&デミグラスソース  他

menu
●釜玉うどん

B 和食のいろは

料理初心者向け教室（定員16名）
これからお料理を学びたい方はぜひ♪男性もお気軽に！

ダッチオーブンを持っているのに使っ
たことがない…買う前に一度使ってみ
たい！そんな方、ぜひご参加ください。
手軽にいろいろな料理が作れるダッチ
オーブンの魅力をお伝えいたします。

J ダッチオーブン使い方教室

料理のおいしさ、機能の使い
勝手、機器の安全性を、電磁
調理器と比較しながらご体験
いただけます。
所要時間は、1時間程度です。
ご予約の際に日時を調整させ
ていただきます。

（事前予約要）

ガスコンロとIHクッキングヒーターの比較実演

基礎からバリエーション豊富なレッスンを学べる
魅力あふれる教室を開催しています。
炎の料理のおいしさ、楽しさや

地域の方々との交流を楽しんでいただく場、
それが、「水島ガスのクッキング・カルチャー教室」です。　

〈れすぱ　Cooking & Culture School〉

●お肉料理　●スープ
●デザート　他

●炊き込みごはん
●くず鶏の清汁
●魚の南蛮漬け
●ごぼうの旬サラダ

皆様に楽しんでいただける場を
ご提供しています。

旬の野菜や魚を使って、和食の基本を学びます。お野菜たっぷりで、身体にも心にも優しい献
立のたてかたを身につけましょう！料理初心者の方や花嫁修業にもおすすめの教室です♪

対 象
小学生
以 下

対 象
小学生

初めての方も
お気軽にご応募ください

初めての方も
お気軽にご応募ください


