
各教室へのお申込みはインターネットから
応募多数の場合は…

※個人情報の取扱については各教室の開催目的以外に使用することは一切ございません。　※定員に満たない場合、開催中止にさせていただくことがございます。

越後天然ガスイベント申込 検　索

新津ショールーム
五泉ショールーム　　　　　の情報はウラ面で〒���-���� 新潟市秋葉区新津����-�

tel.����-��-����／�:��～��:��

◎キャンセル待ちをご希望の方は、教室お申込み時にお声がけください。　◎留守番電話での当選連絡をご希望の方は、当選連絡の際に各ショールームへのお電話をお願いさせていただく場合がございます。

ショールーム
新津

COOKING, CULTURE and more

D E C E M B E R  2 0 1 9

��月

https://www.echiten-gas.co.jp
電話でのお申込みも可能です

（tel.����-��-����／日・祝除く�:��～��:��）

お申し込み締め切り

��/��（日）��:��迄

��/� （土）��:��迄お電話

インター
ネット

抽選の上、当選された方のみに
��/��（木）・��/��（金）・��/��（土）
�:��～��:��の間に順次ご連絡いたします

対象年齢
料　　金
保 育 者
場　　所

�ヶ月～未就学児
�人につき���円
保育ヘルパーマミーズ
建物工房 すまいる�階

イベントに参加したいけど、お子さまがまだ小さいため、なかなか参加が難しい…。
そんなお母さまたちも保育サービスで安心して教室を受講できます。

このマークが対象となります

高塚 利恵 先生

タカツカ農園 管理栄養士

�,���円

講　師

参加費

持ち物

定　員 ��名
��:��～��:��

12/4水

エプロン

クリスマスにぴったり！もちもちふ
わふわと焼きあがるチョコシフォン
を作ります♪
※おひとりスモールシフォン型�台
お持ち帰り

米粉のかんたんおやつ教室
米粉で作る！チョコシフォン

※写真はイメージです

菅原 恭子 先生

b.RooM*（ブルーム）
アートフラワーデザイナー

�,���円

講　師

参加費

持ち物

定　員 ��名
��:��～��:��

12/20金

エプロン

永遠のお花・アートフラワーで作る
お正月飾りです。和・洋どちらの空
間も素敵に彩ってくれるアレンジ
です。

アートフラワー教室
永遠のお花で作るお正月アレンジ

※写真はイメージです

高橋 葉子 先生

花工房LEAF フラワーデザイナー

�,���円

講　師

参加費

持ち物

定　員 ��名
��:��～��:��

12/26木

エプロン
マチが広めの紙袋(お持ち帰り用）

福縄を使ってドライ素材でお正月
飾りを作ります。和モダンなアレン
ジメントで、晴れやかに新年をお祝
しましょう。

フラワーアレンジメント教室
福縄を使ったお正月アレンジメント

※写真はイメージです

中村 雅美 先生

阿賀町芦沢高原ハーバルパーク
管理責任者

�,���円

講　師

参加費

持ち物

定　員 ��名
��:��～��:��

12/24火

エプロン

「冬の華」葉牡丹を使った寄せ植え
です。寒い中でも長く美しく楽しめ
るコツをお教えします。華やかな葉
牡丹が空間に彩りを添えます。

ガーデニング教室
冬も華やかに！葉牡丹の寄せ植え

※写真はイメージです

井上 悦子 先生

畠山 まり子 先生

にいがたアグリクラフト

�,���円

講　師

参加費

持ち物

定　員 ��名
��:��～��:��

12/25水

エプロン

稲穂や野菜、花などで日本の伝統
や願い事を表現するアグリクラフ
ト。手作りのお正月飾りで新しい年
を迎えましょう。

アグリクラフト教室
稲穂で手作りお正月飾り

※写真はイメージです

園田 幸子 先生

家庭料理教室さちこ 主宰

�,���円

講　師

参加費

持ち物

定　員 �名
��:��～��:��

12/10火

エプロン

＊鶏手羽元のやわらかフライドチキン
＊きのことベーコンのピザ
＊かぶとコーンのスープ
＊しっとりふんわりバナナケーキ

園田先生の料理教室
コンロの機能をフル活用！ちょっとおしゃれな家庭料理

※写真はイメージです

原 早苗 先生

日本野菜ソムリエ協会認定料理教室
「美bi・菜sai・果ka」主宰

野菜ソムリエプロ

�,���円

講　師

参加費

持ち物

定　員 �名��:��～��:��

12/13金

エプロン
＊プレーン＆紅茶スコーン
＊具だくさんサンドイッチ
＊ミニバンズのピンチョスバーガー
＊サツマイモのクレームブリュレ
＊里芋のティラミス　＊数種の紅茶
＊季節のフルーツタルト（試食のみ）

野菜ソムリエの料理教室
クリスマスアフタヌーンティー

※写真はイメージです

松井 久依 先生

新潟調理師専門学校 講師

�,���円

講　師

参加費

持ち物

定　員 �組
��:��～��:��

12/7土

エプロン・お子様用上履き

＊じゃが芋のニョッキ
＊鶏肉のパン粉焼き
＊フルーツゼリー（試食のみ）
※お子様は小学生以上が対象です

NCTS親子料理教室
新潟調理師専門学校の講師が教える

※写真はイメージです

野股 正宏 先生

Hiro Cooking Studio 主宰

�,���円

講　師

参加費

持ち物

定　員 �名
��:��～��:��

12/19木

エプロン

＊手打ち麺で南瓜のほうとう
＊丁寧な南瓜の煮物
＊南瓜まんじゅうの葛あんかけ
＊南瓜蒸しパン

野股先生の料理教室
冬至に食べたい、南瓜づくし料理

※写真はイメージです

高野 真由美 先生

ナードジャパン認定アロマアドバイザー
トータルビューティーアナリスト
イメージコンサルタント

�,���円

講　師

参加費

持ち物

定　員 ��名
��:��～��:��

12/5木

エプロン
お花と香りを閉じ込めたボタニカ
ルキャンドルの作成と、スマートな
コートの着方などのしぐさレッスン
です。

アロマ＆ビューティー教室
ボタニカルキャンドルと女子力UP！コートの着方

※写真はイメージです

�/�
�/��
�/��
�/��
�/��
�/��
�/��

アロマ＆ビューティー教室
みなこ先生の料理教室
ムッシュ料理教室
野菜ソムリエの料理教室
ガーデニング教室
石澤先生の料理教室
フラワーアレンジメント教室

新津ショールーム
今後の予定

ギャラリー情報

一貫張り作品展 ��/�（土）～��（月）��:��～��:��
一貫張りとは竹かご等に和紙や布地を重張りし柿渋を塗って仕上げた物です。柿渋仕上げは
年を過ぎるほど落ち着いた渋いつやのある色に変化していきます。ひとつひとつの独自の味わ
いを楽しんで頂ければ幸いです。 一貫張り　鈴の会一同

��/�（火）

えちてんスクール
次回更新は…

保育サービスご利用ください



各教室へのお申込みはインターネットから
応募多数の場合は…

※個人情報の取扱については各教室の開催目的以外に使用することは一切ございません。　※定員に満たない場合、開催中止にさせていただくことがございます。

越後天然ガスイベント申込 検　索

五泉ショールーム
新津ショールームの情報はウラ面で〒���-����五泉市吉沢�丁目�-��

tel.����-��-����／�:��～��:��

◎キャンセル待ちをご希望の方は、教室お申込み時にお声がけください。　◎留守番電話での当選連絡をご希望の方は、当選連絡の際に各ショールームへのお電話をお願いさせていただく場合がございます。

https://www.echiten-gas.co.jp
電話でのお申込みも可能です

（tel.����-��-����／日・祝除く�:��～��:��）

COOKING, CULTURE and more

D E C E M B E R  2 0 1 9

��月

ショールーム
五泉

お申し込み締め切り
お電話

インター
ネット

抽選の上、当選された方のみに
��/��（木）・��/��（金）・��/��（土）
�:��～��:��の間に順次ご連絡いたします

��/� （土）��:��迄

��/��（日）��:��迄

�/��
�/��
�/��

園田先生の料理教室
山本先生のミシン教室
シフォンケーキ教室

�/��
�/��

きものや絲の帯結び教室
木伏先生の発酵食教室

五泉ショールーム
今後の予定

��/�（火）

えちてんスクール
次回更新は…

亀山 知花 先生

チャンプワク 主宰

�,���円

講　師

参加費 定　員 �名
持ち物 エプロン

��月はクリスマスのテーブルにぴったりのリンゴを
使ったキャンドルホルダーです。作成後は実際にキャ
ンドルを灯してクリスマス気分を楽しみましょう。

��:��-��:��

12/6金

知花先生のカービング教室
カービングで作るリンゴのキャンドルホルダー

加藤 真奈美 先生

シフォンケーキの店プチフルール 店主

�,���円

講　師

参加費 定　員 �名
持ち物 エプロン

シフォンケーキのポイントをしっかりつかんで、ホールケーキを
成功させましょう。紙の型で焼き、クリスマスデコレーションを
レクチャーします！※直径��㎝のシフォン�台ずつお持ち帰り

��:��-��:��

12/10火

シフォンケーキ教室
ホールのシフォンケーキでクリスマス・デコレーション

藤田 絵里 先生

Ribonnu 主宰

�,���円

講　師

参加費 定　員 �名
持ち物 特になし

はぎれ布を挿していくだけで、丸くてかわいいお花の置
物が作れます。お好きな布を選んで、クリスマスカラー
にアレンジも可能です！プレゼントにも最適ですよ。

��:��-��:��

12/11水

Ribonnu布小物教室
ファブリックトピアリー作り

大島 史也 先生

石本商店 ゴマイスター

�,���円

講　師

参加費 定　員 �名
持ち物 エプロン

もっちりつるん！いちど食べたらやみつき石本商店
のごまどうふを、店主直伝でお教えします！
※おひとり�個お持ち帰り

��:��-��:��

12/12木

石本商店のごまうふふ教室
芳醇な香り～逸品ごまどうふをご家庭で

山本 美幸 先生

ミシンの友愛

�,���円

講　師

参加費 定　員 �名
持ち物 エプロン

話題の亀田縞でトートバッグを作ります。
キットを使いわかりやすく説明しますので、ミシンが
苦手な方も不慣れな方でもあっという間に完成！

��:��-��:��

12/17火

山本先生のミシン教室
あっという間に完成！亀田縞のトートバッグ

斎藤 寛之 先生

Cafe Preine オーナーバリスタ

�,���円

講　師

参加費 定　員 �名
持ち物 エプロン

コーヒークリームが香ばしい切り株型のケーキです。スポ
ンジから仕上げまでの全工程をしていただき、本格的なク
リスマスケーキをお持ち帰り♪※高さ�cm×長さ��cm

��:��-��:��

12/18水

プレンヌカフェタイム教室
カフェプレンヌさんのビュッシュ・ド・ノエル

木津 麻子 先生

洋菓子教室CARAMEL TEA 主宰

�,���円

講　師

参加費 定　員 �名
持ち物 エプロン

ファンの多いチーズケーキ！今回は厳選素材を使用し
た濃厚なニューヨークチーズケーキを教わります。お
持ち帰り後はしっかり冷やして召し上がれ♪

��:��-��:��

12/19木

ASAKOのお菓子教室
CARAMEL TEAのNYチーズケーキ

高橋 美奈子 先生

Cooking Studio M 主宰

�,���円

講　師

参加費 定　員 �名
持ち物 エプロン

＊鴨肉のポワレ
＊帛乙女のラクレットグリル
＊聖夜のレモンケーキ

��:��-��:��

12/24火

みなこ先生の料理教室
みんなで楽しむクリスマス

※写真はイメージです ※写真はイメージです

※写真はイメージです ※写真はイメージです

※写真はイメージです ※写真はイメージです

※写真はイメージです ※写真はイメージです


