徳島本校

各講座のお問い合わせは… tel.088-665-8500

カルチャークッキングスタジオ

Culture Cooking Studio 2019

カルチャークッキングスタジオ

講 師 陣 は 全 員 各 ジ ャン ル の スペ シ ャリスト！ あ な た の お 好 きな 時 間 、お 好 きな 講 座 が 選 べ ま す。

◎受講料は、受講チケット購入時に一括でお支払いいただきます。

※有効期限は第43期（2019年4月〜9月）
のみで、期限が過ぎたものは無効となります。
チケットはご本人様のみご使用になれます。
※受講は会員の方に限ります。会員でない方は入会金3,000円
（消費税別途）
が必要です。
※お好きな講座日時を自由に選んで、
いくつでも受講していただけます。
ただし、受講予約は受講チケット購入後となり、受付は先着順となります。
※受講予約はご希望の講座日の3日前（午後5時まで）
にお電話でお申し込み下さい。
ただし、2カ月先の講座までしかご予約できません。
※締切以降にキャンセルされた場合、
材料費はお支払いいただきます。
※カリキュラムはあくまで予定ですので、変更になる場合がございます。
多数受講する
※料理講座を受講の際は、
エプロン・タオル1枚・筆記用具をご持参下さい。

チケット制
（要受講予約）
受講予約先
●受講チケット1枚で、 徳島本校
ほど、
お得！

1講座受講できます。
●チケットつづりをご購入
の方で、
さらにチケットを追加される
場合は1枚よりご購入いただけます。

◎受講チケット料（消費税・材料費別途）
●6枚つづり

12,000円

●12枚つづり +1枚 24,000円
●18枚つづり +2枚 36,000円
●24枚つづり +4枚 48,000円

講座名・講師

講座の内容

和漢食のすすめ

健康食ブームの中、
日本人が健康生活のた
めに、生み出してきた「和漢食」を身近な食
材を使って、お悩みの疾 病 解 消 食 事 療 法
「和漢食」
のメニューをご紹介いたします。

薬剤師 漢方薬・生薬認定薬剤師

佐々木 佑実

徳島グランヴィリオホテル
シェフのおもてなしフレンチ
徳島グランヴィリオホテル 調理グループ料理長

久富 正陽

心も笑顔に! イルローザ
パティシエの洋菓子講座

イルローザのパティシエが、誰でも失敗せず
に美味しくお菓子を作るポイントを伝授しま
す。
ちょっとした、お菓子にまつわる話も織り
交ぜながら、楽しく学びましょう。

お料理いろは塾

お料理初心者さん、作るのニガテさんにおすすめ
の講座です。
自分の分は自分だけで作ります。男性
参加ももちろんOK。はずかしくて今さら聞けない
と思っていたこと、目からウロコの調理の基本など
をドンドン吸収して料理の達人を目指しましょう♪

イルローザ パティシエ

株式会社MIZUYA 代表取締役社長
フードコーディネーター

田中 美和
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新講師

プロが使う食材を使用し、香草、スパイスの
使い方、盛り付けのコツなど、
ご自宅で作る
おもてなし料理をホテルのシェフがやさしく
ご指導いたします。

日時・回数・材料費

第2 月 4/8、5/13、6/10、7/8、8/5、9/9

（8月は第1月曜となります）
10：00〜12：00
6カ月 6回
材料費700円〜800円程度 定員18名

第4 月 4/22、6/24、8/26
10：30〜13：00
6カ月 3回
材料費1,500円〜2,000円程度

定員14名

第5 月 5/27、7/29、9/30

（5月は第4月曜となります）
13：30〜16：30
6カ月 3回 材料費2,160円程度 定員12名
（お作り頂いたお菓子をお持ち帰りいただけます）

第1 火 4/2、5/7、6/4、7/2、8/6、9/3
10：30〜13：00
6カ月 6回
材料費1,500円〜2,000円程度

定員10名

徳島本校

簡単！便利！
作り置き料理講座
株式会社MIZUYA 代表取締役社長

フードコーディネーター

田中 美和

魚さばきに自信がつく‼
魚や直伝！まるごと一匹お魚料理
株式会社はっとり 代表取締役

服部 和彦

うまいんじょ処 魚や店主

手打ちそばひかりの
そば打ち道場
（A/B）
手打ちそばひかり 店主

本田 光

パパベルの
楽しいパン教室
株式会社パパベル ブーランジェ

石橋 一彦

家庭で簡単に作れる
中国料理
徳島グランヴィリオホテル 中国料理料理長

阿部 雅昭

日本料理でおもてなし
日本料理増田 主人

増田 宏

丸池製麺所の
手打ちうどん教室
丸池製麺所 大将

山本 将弘

旬の簡単おばんざい

口福みなみ 店主

南 剛英

管理栄養士りさが教える
美味しい！ヘルシー！おうちごはん
株式会社MIZUYA チーフコーディネーター
管理栄養士

野中 理沙

簡単手づくり
菓子パン講座
手づくりパン教室きら・ら 主宰

湯浅 幸美

楽しい美味しい
和菓子教室

くらもと日の出四代目 和菓子一級技能士

多田 真一郎

旬野菜のとっておき
レシピで簡単クッキング
阿波ふうどスペシャリスト

つむぎカフェ オーナー

大杉 まや

講座の内容

日時・回数・材料費

家族が喜ぶ基本の家庭料理をまとめて作って
保存も出来る、
おうちごはんのラク！ウマ！を実現
した料理講座です。調理師経験20年余りの講
師が、やさしく楽しくお伝えします♪基本を学ん
でおうちごはんのレベルアップを図りましょう。

第1 火 4/2、5/7、6/4、7/2、8/6、9/3

魚のプロが、
まるごと一匹を簡単キレイにさばくコ
ツ、魚の種類に適した調理法を伝授。魚の姿造り
や煮付など魚料理のレパートリーを増やせます。
二枚・三枚おろしの違い、包丁の研ぎ方等の豆知
識も満載。確かなレベルアップを約束します。

18：30〜21：00 夜
6カ月 6回
材料費2,000円程度 定員12名

第3 火 4/16、5/21、6/18、7/9、8/20、

9/10（7月・9月は第2火曜となります）
10：30〜13：00
夜
6カ月 6回 材料費1,500円〜2,000円程度
定員18名 持ち帰り用のフードパック、
タッパー
マイ包丁持参可
等持参、

カルチャークッキングスタジオ

講座名・講師

各講座のお問い合わせは… tel.088-665-8500

そば粉に水を加え、
こねて延ばして、切る。
こ 第4 火 4/23、5/28、6/25、7/23、8/27、
9/24
のシンプルな手打ち蕎麦は単純なだけに奥
（Ａ）11：00〜13：30（B）18：30〜21：00
の深い魅力があります。
それで自分で打った
各6カ月 6回
蕎麦は、世界一美味しいんですよね…本当
材料費1,100円〜1,500円程度 定員各12名
です。
持ち帰り用のタッパー持参
パパベルのブーランジェが美味しいパン作り
の秘訣をご紹介します。
又、焼きあがったパンをご試食しながらのお
しゃべりタイムもございます。楽しく学んでお
家でも“プロの味”をお楽しみください。
スーパーや、
ご家庭にある身近な調味料と器
具で、誰でも簡単に人気の本格中華が作れ
るプロの技を、お教えします。お家で中華の
技を手軽にどんどん楽しんで試して下さい。

日本料理は四季の料理です。旬の野菜や魚
介類を使って素材の持っている味を最大限
に活かし家庭でおもてなしに挑戦してみまし
ょう！プロがやさしくご指導いたします。和食
を楽しく作る講座です。
本場さぬきうどんの名店で修行を積んだ大
将が懇切丁寧にコシの出し方をお教えしま
す。粉と水と塩の微妙な配分が命のうどん。
「たかがうどん、
されどうどん。」基本をしっか
り覚えて、
あなたもうどん名人になりましょう。
旬の食材を使用し、簡単にプロの味をご家
庭で楽しめるように、親切丁寧にご指導いた
します。
いつもと違う一品を食卓にそえて、和食を通
じて皆で食を楽しみましょう。
健康が気になり始めた方、身体をつくる食
事はとても大切ですよね。ヘルシーでありな
がら、美味しくて身体が喜ぶお料理を一緒
につくりましょう。

パン作りは難しいと思われていませんか。
い
くつかのポイントを知ることでご家庭でも美
味しいパンが焼けるようになります。今回は
手ごねで、パン発酵待ちの時間に簡単なお
菓子も作ります。
かわいくて美味しい和菓子を体験できる楽
しい講座です。和菓子一級技能士の確かな
技術による指導で学べます。軽快なおしゃべ
りも交えながら、わいわい楽しく作った和菓
子をお茶と一緒にいただきましょう。
季節の移り変わりとともに
「旬」がやってきま
す。旬野菜は味も濃く香りも格別です。大切
な栄養素も、
ぐんとupします。簡単に美味しく
おなかいっぱいになるレシピを用意致しま
す。皆様のご参加お待ちしております。

第5 火 7/30
10：00〜14：00
6カ月 1回
材料費500円程度 定員18名

第1 水 4/3、5/8、6/5、7/3、8/7、9/4

（5月は第2水曜となります）
18：30〜21：00 夜
6カ月 6回
材料費1,000円〜1,500円程度 定員14名

第3 水 4/17、5/15、6/19、7/17、8/21、

9/18
10：00〜13：00
6カ月 6回
材料費1,500円程度

定員18名

第 4 水 4/10、5/22、6/26、9/25

（4月は第2水曜となります）
10：30〜13：00
6カ月 4回
材料費1,000円程度 定員8名

第2 木 4/11、5/9、6/13、7/11、8/8、9/12
10：00〜13：00
6カ月 6回
材料費1,500円程度

定員18名

第 3 木 4/18、5/16、6/20、7/18、8/1、

9/19（8月は第1木曜となります）
10：30〜13：30
6カ月 6回
材料費1,000円〜1,500円程度 定員16名
持ち帰り用の容器持参

第4 木 4/25、5/23、6/27、7/25、8/22、

9/26
10：00〜13：00
6カ月 6回
材料費1,000円程度 定員10名
持ち帰り用の深型容器持参

第 1 金 4/5、5/10、6/7、7/5、9/6

（5月は第2金曜となります）
13：00〜15：00
6カ月 5回
材料費1,000円程度 定員18名

第3 金 4/19、5/17、6/21、7/19、8/16、

9/20
10：00〜13：00
6カ月 6回
材料費1,000円〜2,000円程度
持ち帰り用の容器持参

定員18名
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