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料理教室・カルチャー教室のご案内

焼き物料理に使えるココットな
らフタ付なので、グリル庫内の
油飛びを抑えます。

24 センチのピザが丸ごと焼け
るワイドグリル！
ガスならではの短時間かつ高温
で焼き上げるのでピザにも最適
です。

ダッチオーブンならお肉や野菜
の中までじっくり火を通すの
で、簡単にうま味を引き出して
くれます。

グリル用調理器を洗うだけだ
から、お掃除も簡単♪

ショールームれすぱで商品をご覧いただけます

本格料理もお掃除しやすさも！
「最新コンロ」のグリルがスゴイ！

今回ご紹介するのはリンナイ製デリシアです。

ダッチオーブンが素材の味を引き出す

パノラマワイドグリル

油飛びを抑えるからお掃除簡単ココット

「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。

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。
　

2017年12月12日（火）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12月1日（金）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

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

クッキング＆カルチャースクール3つの魅力

入会金 入会金不要
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A親子でレッツ・トライ！！
　「エコ・クッキング」

「エコ・クッキング」とは環境のことを考え
て買い物・料理・片づけをすることです！！
日曜日に親子で楽しみながら「エコ・クッ
キング」にチャレンジしてみませんか？

バレンタインデーにいかがですか？絶対に失敗しないホワイトソースをマスター
しておいしいグラタンを作ります。ポトフはダッチオーブンにおまかせ♪野菜の
うまみに驚くこと間違いなし！チョコレートのお菓子も作っちゃいます。

●マカロニグラタン
●ダッチポトフ
●チョコのお菓子

B はじめてのお料理

menu

３月18日（日）10：00～12：30

※エコ・クッキングは東京ガス株式会社の登録商標です。

日 　時

れすぱスタッフ
講　師

1,000円（税込）
受講料

２月４日（日） 
10：00～ 13：00

日 　時

管理栄養士　
有井　京子 先生

講　師

2,200円（税込）
受講料

menu
●手作りホットドック
●野菜いっぱいのクリームシチュー

小学生の親子とその保護者８組

これからお料理を学びたい方
料理初心者向け＆基礎から教室（定員16名）大好評

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

❶ 苔テラリウムづくり

苔テラリウムは、ガラス容器などの中で植物を
栽培し、誰でも気軽に緑を楽しむことができる
ことから人気のインテリアです。みんなで一緒
に苔テラリウムづくりを楽しみましょう。

❷ ハーバリウムづくり

C 親子で仲良くパン作り

親子でわいわいパン作り！！フラン
クフルト・ちくわ・ハムを使って総
菜パンを作り、パンと相性抜群の
クラムチャウダーも作ります♪
寒い日の朝食やお休みの日のブラ
ンチにいかがですか？

D 親子で食育！和食教室

G 365日の笑顔～韓国料理編～

毎回人気の韓国料理♪基本のビビンバと韓国春雨を
使ったチャプチェ、韓国もちのトックスープを作ります。
さらにお楽しみデザートも♪ピリッと辛く、野菜たっぷ
り彩豊かな食卓で身体も心もポカポカに！

H はじめてのおやつパン
～スイートロール～

パン生地にみそ風味のクッキー生地をとろーりとかけて焼き上げた
おやつパン！クッキー生地をアレンジすると我が家（あなた）のオリ
ジナルパンができちゃいます！１人で作業していきますが丁寧に教
えてくれるので初めてでも大丈夫！できたパンはお持ち帰りで♪

I ふわふわオムライス♪

お店で食べるふわふわオムライス！！お家でもできた
らうれしいですね。そんなオムライス作っちゃいます！
簡単コーンスープに生チョコ感たっぷりの半生ガトー
ショコラ♪バレンタインディナーにいかがですか？

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）

New! New!

１月２２日（月）
10：00～ 11：00

日 　時

10名

２月15日（木） 
10：00～ 11：30

日 　時

ぴえすはなずき主宰
片山　幾代 先生

講　師

2,500円
（税込）（税込）

受講料

定　員

２月25日（日） 
10：00～ 13：00

日 　時
遊夢　
川田 妙子 先生

講　師

2,800円（税込）
受講料

１月18日（木） 
10：00～ 13：30

日 　時

管理栄養士　
有井　京子 先生

講　師

2,600円（税込）
受講料

１月22日（月） 
10：00～ 14：00

日 　時

パン講師
繁本　和美 先生

講　師

2,200円（税込）
受講料

２月６日（火） 
10：00～ 13：30

日 　時

レストラン Mint　
岡本　泰子 先生

講　師

2,500円（税込）
受講料

親子で和食にレッツ！トライ！
かわいいケーキ寿司や冬野菜とお
だしたっぷりの豚汁、えびカツな
ど、お料理の基本が学べます♪
季節のいちごデザートもお楽しみに！

３月11日（日） 
10：00～ 13：00

日 　時
管理栄養士　
有井 京子 先生

講　師

3,000円（税込）
受講料

対 象
４歳以上

みずみずしく癒しを与えてくれる、 今話題の「ハーバリ
ウム」を学んでみませんか？当日ドライフラワーかプリ
ザーブドフラワーの中からお好きなお花を選んでいただ
いて作っていきます。インテリアとしてもおすすめです。

❸ 健康体操

12名

２月16日（金） 
10：30～ 11：30

日 　時

講　師

無料受講料

定　員

ご自分のペースで無理なく行って頂
ける健康体操をご紹介します。どな
たでも気軽に参加して頂ける教室で
す。皆さんと一緒に、楽しく体を動
かして、健康な体を作りませんか。

10名

日本ナチュラルアート協会
田中　靖子 先生

講　師

2,000円受講料
定　員

menu
●お祝いケーキ寿司
●あったか豚汁
●えびカツ
●いちごのデザート

menu
●総菜パン
●クラムチャウダー

L おうちで作れる簡単フレンチ！
～ポワソン（魚料理）編～

さわらをまるまる一本使って素敵なフレンチに♪今
回のメニューはさわらのデクリネゾン ( いろいろ仕
立て）にマリネにスープ、さわらのヴァプール（蒸し）
冬野菜の軽い煮込みとともになど盛りだくさん♪

３月27日（火） 
10：00～ 13：30

日 　時

フードコーディネーター　
加藤　泰 先生

講　師

2,500円（税込）
受講料

K 米粉のストロベリーロールケーキ

春はいちごの季節ですね (#^.^#) 米粉を使った
しっとりロール生地に、甘～い苺クリームをたっ
ぷり包み込みました♪食べればお口の中は春爛漫
❀出来上がったケーキはもちろんお持ち帰り♪

３月23日（金） 
13：30～ 16：00

日 　時

遊夢　
川田 妙子 先生

講　師

2,300円（税込）
受講料

J 春のわくわくパンランチ

春のわくわくパンランチ♪塩パンにいちごの
ボートパイ、うぐいす餅にオレンジのコンポー
ト！美味しいものがたくさんあって目移りしそ
う！いっぱい作って楽しいランチにしましょう♪

３月１日（木） 
10：00～ 14：00

日 　時

パン講師　
小若  由記子 先生

講　師

2,300円（税込）
受講料

Eハッピーバレンタイン♡

もうすぐバレンタイン♡お店に並んであるチョコレート菓
子を手作りしてみませんか？パティシエが本格的なチョコ
レート菓子の作り方を教えます(#^.^#)一度チャレンジし
てみてください！　もちろん作ったお菓子はお持ち帰り♪

F 知って得する薬膳料理

薬膳料理始めてみませんか？知るとどんどんはまりますよ！
2月から3月は新しい命の始まり。腎と肝を癒して新しい自分
を作りましょう！細胞活性要素を含んだ食材たっぷりの中華
粥で春にむけて身体のデトックスを。デザートは苺おはぎ♪

１月30日（火） 
13：30～ 16：00

日 　時

パティシエ
加藤　純代 先生

講　師

2,000円（税込）
受講料

２月20日（火） 
10：00～ 13：30

日 　時

壽桃
田中　まり 先生

講　師

2,500円（税込）
受講料

特別企画特別企画

もう一度基礎から習いたい方向け♪もう一度基礎から習いたい方向け♪

男性の方も
お気軽に！

対 象
小学生

menu
●中華粥 ●苺おはぎ

menu
●ガナッシュサンドクッキー
●クリームブリュレショコラ

NEW
!

NEW
!

エコスポンジもつくろう！

スポーツクラブPREGO
美登 由紀子 先生

●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。

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〉

「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！

皆様に楽しんでいただける場を
ご提供しています。

参加費無料


