
定例コース定例コース

コラボ企画コラボ企画 子育て支援企画子育て支援企画 ※こちらの講座に限り4歳未満の対象のお子様と一緒に参加することができます。お子様を見て頂きながらのクッキングになります。
※子育て支援企画ですので、受講料をお安くさせていただいております。 

春の元気チャージ味噌汁、腸活にも！和風ロールキャベツ、鉄骨美人に！
青菜と煮干しのシンプル煮びたし、おだしのピクルス、もち麦入り玄米ごはん

春の精進すまし汁、精進かんたん煮物、小松菜の煮
びたし、切り干し大根の煮物、もち麦入り玄米ごはん

豚肉と春野菜のブレゼ、ブルスケッタ、
苺のシフォンケーキ

4/15（水）
講座
番号 6-1 受講料2,500円税込

4/1（水）申　込
締切日

ミートパトラ、チョップドサラダ、
フルーツタルト

5/20（水）
講座
番号 6-2 受講料2,500円税込

4/30（木）申　込
締切日

タコス、メキシカンチキン、
マンゴームースケーキ

6/17（水）
講座
番号 6-3 受講料2,500円税込

6/3（水）申　込
締切日

井久保 美穂先生宮崎調理製菓専門学校 講師
（2020年度より「マナビヤ宮崎アカデミー」へ校名変更）

おもてなしレシピ
10：00～13：00
定 員 16名

難しいと思われがちな「おもてなし
料理」も、コツさえつかめば、マス
ターできるようになりますよ♪

パッタイ、トム・ヤム・クン、タイ風ソーセージ、
苺のデザート

4/18（土）
講座
番号 5-1 受講料2,000円税込

4/2（木）申　込
締切日

生春巻き、グリーンカレー、ガイヤーン（タイ風焼き鳥）、
タピオカ入りデザート

5/16（土）
講座
番号 5-2 受講料2,000円税込

4/30（木）申　込
締切日

ガパオライス、タイ風サラダ、季節野菜のさっぱりスープ、
ココナッツバナナ

6/20（土）
講座
番号 5-3 受講料2,000円税込

6/4（木）申　込
締切日

橋口 香奈先生宮崎調理製菓専門学校 講師
（2020年度より「マナビヤ宮崎アカデミー」へ校名変更）

婚活中の方にも
オススメです！

エスニック料理を
つくりましょう♪
10：00～13：00
定 員 16名

エスニック料理はまりますよ！！

夜講座夜講座

うどんdeカルボナーラ

4/6（月）
講座
番号14-1受講料1,500円

税込

3/23（月）申　込
締切日

とろーりチーズハンバーグ

6/1（月）
講座
番号14-2受講料1,500円

税込

5/18（月）申　込
締切日

カフェ風お洒落
ワンプレート

19：00～21：00
定 員 16名

人気の夜講座です☆
おしゃれで美味しいカフェメニューです。

後藤 大亮先生LIBERTY

ジャンル別講座ジャンル別講座

ベーグルサンド～卵白ふわふわ
ドレッシング～、
おやつベーグルサンド～優しい
あんこのクリーム～

5/23（土）
講座
番号 12 受講料2,000円税込

5/7（木）申　込
締切日

野菜ソムリエ 横山 ルリ子先生
ベーグルを焼いて
楽しいランチ♡

10：00～13：00
定 員 16名

ベーグルを焼いて、ふわふわドレッシングでランチ
を作りましょう♪（ベーグルさえ焼ければ、ちょっとお
しゃれな食事とおやつができちゃいます！）

4-15

夏野菜のエチュベ、人参のムース
とトマトジュレ、鮮魚とお野菜の
パピヨット（紙包み焼き）ハーブ
のソース

6/11（木）
講座
番号 13 受講料2,000円税込

5/28（木）申　込
締切日

ふらんす食堂 Bistroマルハチ 八田 淳先生
自宅で作れる本格フレンチ
10：00～13：00
定 員 16名

本場フランスで学んだプロから教わる本格フレンチ！ 
ぜひ、ご自宅で作ってみませんか？

夜講座親子OK （0歳以上～15歳以下）
0-15

親子OK （幼児のお子様） 親子OK （4歳以上～15歳以下）
4-15

宮崎ガス 宮崎液化ガス

講
座

クッキング 4月～6月
2020年

受講生募集

楽しい！ 美味しい！ 嬉しい！を見つける宮崎ガスオリジナルのクッキング講座です

ハッセルバックポテト、モッツァレラ
と温玉サラダ、ラザニア

5/9（土）
講座
番号11-1受講料2,000円

税込

4/23（木）申　込
締切日

花しゅうまい、黒ごま担々麺、黒蜜
わらび餅

6/13（土）
講座
番号11-2受講料2,000円

税込

5/28（木）申　込
締切日

フードバランス.ラボ　野菜ソムリエ、幼児食アドバイザー

旬をいただくおうちごはん

10：00～13：00
定 員 16名

5月は子供から大人まで必要
な栄養素カルシウムたっぷり
のメニューです！6月はおうち
で簡単に作れる中華を学び
ましょう♪

4-15

那須 香先生

4/26（日）
講座
番号 4-1 受講料1,200円税込

4/9（木）申　込
締切日

焼きカレーパン

6/7（日）
講座
番号 4-2 受講料1,200円税込

5/21（木）申　込
締切日

杉尾 杏香先生デコ食パン認定講師、キャラパンクリエイター、
お絵かきロール®認定講師、ケーキポップス認定講師

簡単においしくて可愛い焼きカレーパン
を楽しく作ろう！母の日や父の日のプレ
ゼントにもオススメ♪

手軽に可愛い
焼きカレーパン

10：00～13：00
定 員 16名

0-15

こしあんで作るおはぎ

4/5（日）
講座
番号 9 受講料2,000円税込

3/18（水）申　込
締切日

桐木神楽堂 桐木 孝一郎先生
和菓子屋さんのおはぎ
10：00～13：00
定 員 16名

人気店直伝の和菓子を作りませんか？
今回は絶品おはぎを教えていただきま
す！ぜひ楽しく和菓子を学びましょう♪

精進だし～こんぶと椎茸～

煮干しだし

かつおだし
かつおのづけ茶漬け、だし巻き玉子焼き、ミニトマトとアスパラのお
ひたし、きゅうりとわかめのさっぱり酢の物、もち麦入り玄米ごはん

4/12（日）
講座
番号 7-1 受講料2,500円税込

3/26（木）申　込
締切日

5/13（水）
講座
番号 7-2 受講料2,500円税込

4/27（月）申　込
締切日

6/18（木）
講座
番号 7-3 受講料2,500円税込

6/4（木）申　込
締切日

畑中 美智子先生サンシャインファーム代表
「だし美人レッスン」　だしソムリエ

すらり薬膳レッスン
10：00～13：00
18：30～20：30（夜間）
定 員 16名

素材のうまみを引き出す、料理の
素地となるだし。今回は様々なだ
しの取り方と、だしを活かしたアレ
ンジ料理を薬膳で学びます。

夜講座
アリ

5/21（木）
講座
番号 1 受講料2,000円税込

5/7（木）申　込
締切日

モッツァレラとアボカドのフレンチ風春巻
きフレッシュトマトのソース、鶏モモ肉のソ
テー色々キノコのクリームソース、バスク
風チーズケーキ

10：00～13：00
定 員 16名

自宅で作れる
本格フレンチ

岩本 昌子先生

ジャパンホームベーキング認定
手作りパン教室　友稀 黒木 さゆみ先生

野菜ソムリエプロ

南日本酪農協同株式会社　プレゼンツ！

八田 淳先生

ふらんす食堂
bistroマルハチ特別

講師

5/26（火）
講座
番号 2 受講料2,500円税込

5/12（火）申　込
締切日

あさりと自家製ドライトマトのペペロン
チーノ、いろいろお豆と生ハムのサラダ、
鶏肉のバスク風煮込み

10：00～13：00
定 員 16名

グルテンフリーの
パスタ麺で作る
おしゃれランチ

川北製麺様がつくる、アレルギー成分の入っていな
い安心安全の生麺を使ってパスタを作りましょう♪

皆大好き♡デーリィ様の美味しい食材を
使ってフレンチを作りましょう♪

株式会社　川北製麺　プレゼンツ！

秋本 真由子先生
パッセアターブル特別

講師

特別プレゼント

6/27（土）
講座
番号 3 受講料4,000円税込

6/11（木）申　込
締切日

カレーにぴったりシンプルで美味しい
ポテトブレッド

新富町産新鮮野菜を使った
バングラディシュカレー

パンとカレーの大満足ランチ♪
10：00～13：00 定 員 16名
香辛料を配合した野菜たっぷり「バングラディシュカ
レー」！パンとのコラボレーションをお楽しみください♪

１回で２講座分！　お得なコラボ講座！

南日本酪農協同株式会社　プレゼンツ！

株式会社　川北製麺　プレゼンツ！

１回で２講座分！　お得なコラボ講座！

ジャパンホームベーキング認定
手作りパン教室　友稀
じっくり学ぶパン作り
10：00～13：00
18：30～20：30（夜間）
定 員 16名

ピッツア（デミグラスハンバーグ、サラダ、コーヒー付き）

5/15（金）
講座
番号10-2受講料2,000円

税込

4/30（木）申　込
締切日

ガスオーブンで焼き上げる手軽で美味
しいピザを一緒に作りましょう！

岩本 昌子先生

4/23（木）
講座
番号10-1受講料2,000円

税込

4/9（木）申　込
締切日

夜講座
アリ

春野菜のキッシュ、
ベーコンと春キャベツ・フレッシュ
トマトのスパゲッティ、
自家製ツナのニース風サラダ

4/21（火）
講座
番号 8-1 受講料2,500円税込

4/7（火）申　込
締切日

魚介たっぷりパエリア、
カタルーニャ風サラダアーモンド
ドレッシング、
スイートコーンのポタージュ

6/23（火）
講座
番号 8-2 受講料2,500円税込

6/9（火）申　込
締切日

秋本 真由子先生パッセアターブル

おうちで
おしゃれランチ
10：00～13：00
定 員 16名

季節感あふれる素材を生かしたおしゃれな料理を
楽しく学べます。

※写真はイメージです※写真はイメージです

川北製麺様からのご協賛で
嬉しいお土産つきです♡
川北製麺様からのご協賛で
嬉しいお土産つきです♡

特別プレゼント

デーリィ様からのご協賛で
嬉しいお土産つきです♡
デーリィ様からのご協賛で
嬉しいお土産つきです♡

使用

使用

使用

使用

使用

使用

使用

使用

2020年4月から
パッケージリニューアル！
2020年4月から
パッケージリニューアル！


