東邦ガスクッキングサポーター
東邦

クリスマスイベント開催！

日程：２
２０１４年
1
12 月５日（金）、6 日（土）
場
場所：東邦ガスショールーム リベナス今池

今年
今年はワンランクアップの知識を身につけてクリスマスを迎えませんか？料理、
ク
プ 知識を身
け ク
を迎えませんか
テーブルコーディネート、
整理収納、スイーツ、リース作りなど、クリスマスを一層華やかにする講座・イベントが満載！キッシュ、
アクセサリー、リースの販売も。どうぞお気軽にご来場ください。
ご予約が必要ですので、お申し込みは以下の各申込先へお願いいたします。
ご

12 月５日（金）ま
また、裏面に会場と６日（土）のご案内がございます。※金額は全て税込です。
美食同源プレミアムセミナー

整理収納は時間管理から！手帳を使ってやってみよう

1 部「ドラマチックに変わる！楽しむ！アンチエイジングの為
のビューティ薬膳と食を楽しむ冬のおもてなしコーディネイト」

一番わかりやすい整理収納の手順をご紹介。
「時間を見える化」す
るために、この時期だからこそ手帳を使って始めてみませんか？

・１１：００〜１３：００ ４Ｆ
（プレゼンルーム）

・１０：００〜１１：００

・参加費：５,０００円（３品試食付） ・定員１８名

・講師：高原 智子 (nagohana living)

４Ｆ
（ミーティングルーム）

・参加費：２,５００円 ( 整理収納のきほん小冊子・手帳資料込 )

2 部「薬膳ビューティ座学とＴＥＡ ＴＡＢＬＥ」

・定員１５名 ・申込先：http://nagohana.com/

・１４：００〜１５：３０ ３Ｆ
（プレゼンルーム）

初心者でもかわいく作れる
クリスマスアイシングクッキー講座

・参加費：２,０００円（試食付） ・定員１５名
・講師（両講座とも）
：
「薬膳料理教室 Salon de Maman」主宰 谷口ももよ
「萬理サロン」主宰 沙羅萬理
・申込先（両講座とも）
：k̲mari̲sarah@yahoo.co.jp（沙羅）

クリスマスのクッキーにアイシングでデコレーション。出来上
がったクッキーはツリーのオーナメントとしても飾れます。
・１１：３０〜１３：００ ４Ｆ
（ミーティングルーム）
・講師：
「お菓子教室幸せな時間」主宰

今年は手作り Ｘʻｍａｓ シュト−レン 講座
ナッツ、フルーツ、スパイスたっぷりの豪華シュト−レンを今年
は手作りしてみませんか？レシピ・試食・ドリンク付です。
・１４：３０〜１６：００ ４Ｆ
（プレゼンルーム）
・講師：
「Le Petit Bonheur」主宰 中野幸子
・参加費：２,０００円
・申込先：sachi1515257@softbank.ne.jp

JSA 認定アイシングクッキー講師 畦上洋子
・参加費：１,０００円（箱付き） ・定員１２名
・申込先：siawasenajikan1997@gmail.com

自分の体質ご存知ですか？
簡単な診断 食材選びのアドバイス
体質診断チェックシートで対策食材を提案いたします。

※入れ子のポーチ販売有り

・１４：００〜１５：００ ４Ｆ
（ミーティングルーム）
・講師：「MK Cooking」主宰 国際中医薬膳師 小早川實香

パーソナルカラーから似合うアクセサリーを見つけよ
う♪名古屋初コラボ「アンマリー」お洒落演出
全てハンドメイドのカナダの「anne-Marie Chagnon」
。
魅力をさらに輝かせるアクセサリーをアドバイスいたします。
・１０：３０〜１４：００ ４Ｆ
（タッチ＆トライコーナー）
・講師：
「FORMA」主宰 カラースタイリスト 佐橋ゆき
・アクセサリー販売と、 略式カラー診断（有料）

・参加費：無料

・定員１０名

・申込先 http://mk-cooking.com/contact/

絶品！ 6 種類のキッシュ・可愛いクリスマスミニリース
も販売！リース作りの体験もあります
★6 種類のキッシュ販売
・１０：３０〜１３：３０ ４Ｆ
（打ち合わせコーナー）
・
「出張イタリア 料理教室 alveare」主宰 市川永里子

・問い合わせ先：０８０−４９６０−２０６０

★クリスマスミニリース作りと販売
・１１：００〜１３：３０ ４Ｆ
（打ち合わせコーナー）

各種販売コーナーも要チェック！（ご予約不要）
人気サロネーゼによる美味しいスイーツとお飲み物をご用意し
てお待ちしています。
・１５：００〜１６：３０ ４Ｆ
（タッチ＆トライコーナー）
アプレ・ミディの焼き菓子（酒井美加子）
kitchen Epicy のハーブティー（早崎ともよ）
茶和話（さわわ）のホットコーヒー（さいとうけいこ）

・講師：
「Akkòｓ★kitchin」主宰 井上亜希子
・参加費：１,５００円〜
・申込先：０９０−１７２７−５７３５

クリスマステーブルをセンスアップする
10 のアイデア
限られた予算でクリスマステーブルを華やかに演出するアイデア
をご紹介。簡単なデコレーションアイテムの実習・持ち帰り有り。
・１０：００〜１１：００ ３Ｆ
（プレゼンルーム）
・講師：
「ル・サロン・ブラン」主宰 磯部作喜子
・参加費：１,５００円 ・定員２０名
・申込先：saki@salon-blanc.jp

協力：東邦ガス株式会社、Ｄｒｅａｍｉａサロン
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場所：東邦ガスショールーム リベナス今池

今年
今年はワンランクアップの知識を身につけてクリスマスを迎えませんか？料理、
ク
プ 知識を身
け ク
を迎えませんか
テーブルコーディネート、
整理収納、スイーツ、リース作りなど、クリスマスを一層華やかにする講座・イベントが満載！キッシュ、
アクセサリー、リースの販売も。どうぞお気軽にご来場ください。
ご予約が必要ですので、お申し込みは以下の各申込先へお願いいたします。

12 月６日（土）
）また、裏面に５日（金）のご案内がございます。※金額は全て税込です。
超簡単なのに豪華！Ｒａｎｄｙ＆Ｍｉｋａ
のクリスマス料理

整理収納は時間管理から！
手帳を使ってやってみよう

クリスマスに使える簡単な料理をデモンストレーション形式でご
紹介。前菜からデザートまでフルコースでご試食いただけます。

一番わかりやすい整理収納の手順をご紹介。
「時間を見える化」す
るために、この時期だからこそ手帳を使って始めてみませんか？

・１０：００〜１３：００ ４Ｆ
（プレゼンルーム）

・１３：００〜１４：００

・講師：カリスマブロガー ランディ

・講師：高原 智子 (nagohana living)

料理教室「COUNTRY TABLE」主宰 小林美香

４Ｆ
（ミーティングルーム）

・参加費：２,５００円 ( 整理収納のきほん小冊子・手帳資料込 )
・定員１５名 ・申込先：http://nagohana.com/

・参加費：５,０００円
・申込先：info@country-table.com（小林）

クリスマステーブルをセンスアップする 10 のアイデア
Ｘʼ mas アフターヌーンＴＥＡ ＴＩＭＥ
ゴージャス & 北欧ｓｔｙｌｅテーブルでブッシュ・ド・ノエル
を楽しむｔｅａｔｉｍｅをご提案します。
（試食付）

限られた予算でクリスマステーブルを華やかに演出するアイデア
をご紹介。簡単なデコレーションアイテムの実習・持ち帰り有り。
・１０：００〜１１：００ ３Ｆ
（プレゼンルーム）
・講師：
「ル・サロン・ブラン」主宰 磯部作喜子

・１４：００〜１５：３０ ４Ｆ
（プレゼンルーム）

・参加費：１,５００円 ・定員２０名

・講師：
「お菓子教室 幸せな時間」主宰 畦上洋子

・申込先：saki@salon-blanc.jp

「COUNTRY TABLE」主宰 小林美香
「萬理サロン」主宰 沙羅萬理

簡単おいしい！マンマの冬野菜たっぷり本格イタリアン♪

・参加費：１,５００円 ・定員１８名

イタリアで料理ワイン留学した講師より、イタリア食習慣の話を交え、
プレゼン＋実習形式で、冬のイタリア家庭料理を学び、試食します。

・申込先：siawasenajikan1997@gmail（畦上）

メニュー：アンティパスト、カボチャのニョッキ、鶏肉のポルチーニ

パーソナルカラーから似合うアクセサリーを見つけよ
う♪名古屋初コラボ「アンマリー」お洒落演出
全てハンドメイドのカナダの「anne-Marie Chagnon」
。
魅力をさらに輝かせるアクセサリーをアドバイスいたします。

クリーム、ドルチェまでのフルコース

・昼の部：１１時４５分〜１３時４５分
・午後の部：１４時〜１６時 ３Ｆ
（プレゼンルーム）
・講師名 : イタリア料理研究家 青木真理子

・１０：３０〜１４：００ ４Ｆ
（タッチ＆トライコーナー）

・参加費：４,０００円 ・定員１４名

・講師：
「FORMA」主宰 カラースタイリスト 佐橋ゆき

・持ち物：エプロン、タオル、任意で筆記用具、カメラ

・アクセサリー販売と、 略式カラー診断（有料）

・申込先：www.marikoaoki.com ０８０−７０３４−５８５７

・問い合わせ先：０８０−４９６０−２０６０

●会場案内

東邦ガスショールーム リベナス今池

■東邦ガスクッキングサポーターとは？

て愛知・岐阜・三重県で自宅教室を運営するサロ

千種

索サイト「Dreamia サロン」と東邦ガスが協業し

名古屋環状線

クリナップが運営する日本最大級のサロネーゼ検

名古屋市千種区今池1-8-8 今池ガスビル3・4F
（地下鉄東山線・桜通線「今池駅」下車⑩番出口直結）
［営業時間］10：00〜18：00
☎ 052-732-2961［休業日］水曜日、
錦通

ネーゼをサポートするために発足した新制度で、
現在２０名が登録しています。

千種郵便局
地下鉄「今池駅」

今池
ガスビル3・4F
三菱東京UFJ銀行

協力：東邦ガス株式会社、Ｄｒｅａｍｉａサロン

御器所▼

JR中央線

広小路通

