
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。

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

ショールーム
新津

COOKING, CULTURE and more

F E B R U A R Y  2 0 2 1

�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

�/�
�/�
�/�
�/��
�/��
�/��
�/��
�/��
�/��

プレンヌカフェタイム教室
中野先生の料理教室
みなこ先生の料理教室
野菜ソムリエの料理教室
米粉のかんたんおやつ教室
石澤先生の料理教室
まめ工房いとうの料理教室
アートフラワー教室
ガーデニング教室

新津ショールーム
今後の予定➀発熱、咳の症状がある等、体調がすぐれない場合は受講をご遠慮下さい。

➁入館時の検温にご協力下さい。��.�℃以上の発熱がある場合は、ご受講いただけません。
➂必ずマスクを持参し、ご着用下さい。咳エチケットにご協力下さい。
➃アルコール消毒液を設置します。手指の消毒をお願いします。
➄料理教室の場合は教室入室時、調理前、試食前にハンドソープでしっかり手を洗って下さい。
➅お手拭き用のタオルをご持参いただくようお願いします。
➆飲み物の提供を行いませんので、必要に応じて各自ご用意下さい。
➇�週間以内に新型コロナウィルス感染症で陽性と判断された方、疑いがある方と接触のある方、

同居されている方で上記項目が該当している方は受講をご遠慮ください。

スクールに
ご参加いただく
お客様へのお願い
スクール開催にあたっての
感染症対策を実施しており
ます。詳しくは越後天然ガ
スホームページにてご案内
しております。

�/�（火）

えちてんスクール
次回更新は…

難波 真寿美 先生

花穂Herb＆Spice School
パン講師／ハーブインストラクター

�,���円

講　師

参加費

持ち物

定　員 �名
��:��～��:��

2/1月

エプロン、マスク、手拭き
国産小麦で作るしっとりふわふわな
パンに、リンゴのシロップ煮をのせ
アイシングします。
＊おひとり�個お持ち帰り

パン作り教室
リンゴのスイートロール

�名様で調理します

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
��:��～��:��

2/2火

エプロン、マスク、手拭き
米粉を使ってチョコレートのシフォ
ンケーキを作ります。米粉ならふん
わり・しっとり仕上がります♪
＊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
チョコレートのシフォンケーキ

※写真はイメージです

�名様で調理します

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 �名
��:��～��:��

2/4木

エプロン、マスク、手拭き
＊鰤の照り焼き
＊白菜と豚肉のさっぱり炒め
＊鍋で炊く具だくさんの
　　　　　　根菜ごはん

NCTS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

�名様で調理します

船木 博子 先生

FUNAYA

�,���円

講　師

参加費

持ち物

定　員 �名
��:��～��:��

2/5金

エプロン、マスク、手拭き
家庭用のオーブンやハンドミキサー
で失敗なく作れるロールケーキとお
つまみにもピッタリなパルメザン
チーズとブラックペッパーのクッ
キーを作ります。（＊クッキーはデモ
ンストレーションのみで、講師がご
用意した生地を焼きます。）

FUNAYAお菓子教室
ロールケーキと�種類のクッキー

※写真はイメージです

�名様で調理します

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
��:��～��:��

2/9火

エプロン、マスク、手拭き
＊もち麦入り照り焼きハンバーグ
＊人参のマスタードサラダ
＊焼き芋
＊もち麦入り雑穀ごはん
　お味噌汁
　（講師がご用意します）

   園田先生の料理教室
最新コンロ「デリシア」で作る！ちょっとおしゃれな家庭料理

※写真はイメージです

�名様で調理します

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
��:��～��:��

2/10水

エプロン、マスク、手拭き
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。
桃の節句を祝うおひなさま飾りを稲
穂で作ります。

アグリクラフト教室
アグリクラフトのおひなさま

※写真はイメージです

Akihaもち麦
プロジェクト

コラボ企画 もち麦
お試しパック
プレゼント！

青木 鴻一 先生

中国采館 飛鳥 店主

�,���円

講　師

参加費

持ち物

定　員 �名
��:��～��:��

2/15月

エプロン、マスク、手拭き
＊大エビのチリソース 川エビ添え
＊カニ豆腐の煮込み（もち麦入り）
＊青椒肉絲

飛鳥中華料理教室
ガスの炎でおいしく中華

※写真はイメージです

�名様で調理します

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
��:��～��:��

2/16火

エプロン、マスク、手拭き
清楚で凛とした美しさが魅力のクリ
スマスローズ。鉢植えを作り、来年も
綺麗に咲かせるコツをマスターしま
しょう。
※寄せ植えではありません

ガーデニング教室
冬の貴婦人～クリスマスローズの鉢植え

※写真はイメージです

風間 ルミ子 先生

ハンドメイド小物作家

�,���円

講　師

参加費

持ち物

定　員 �名
��:��～��:��

2/18木

エプロン、マスク、手拭き
アメリカンフラワーとはワイヤーと
合成樹脂液を使用したアートフラ
ワーです。アメリカンフラワーで作
るウィンターローズ…。映画のワン
シーンのような雰囲気をお楽しみく
ださい。

クラフト教室
アメリカンフラワーで作る！ウィンターローズ

※写真はイメージです

Akihaもち麦
プロジェクト

コラボ企画

もち麦
お試しパック
プレゼント！

ザ・ココットを
使って焼き芋を

作ります

r-otaki
矩形

r-otaki
タイプライター
ロールケーキとチーズ＆ブラックペッパークッキー



各教室へのお申込みはインターネットから

※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

F E B R U A R Y  2 0 2 1

�月

ショールーム
五泉

応募多数の場合は…
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

お申し込み締め切り

�/��（日）��:��迄

�/�（土）��:��迄お電話

インター
ネット

�/�
�/��
�/��

フラワーアレンジメント教室
園田先生の料理教室
山本先生のミシン教室

�/��
�/��

Withme！クラフト教室
きものや絲のきもの教室
�回コース➀五泉ショールーム

今後の予定

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、マスク、手拭き

季節の食材とアツアツとろけるチーズで栄養たっぷ
りのキッシュを作ります。先生が作ったキッシュを温
かい飲み物と一緒に皆さんで試食、各自お作りいただ
いたキッシュ(�台)はお持ち帰りいただきます。

��:��-��:��

2/17水

みなこ先生の料理教室
おうちでキッシュを囲みませんか♡

※写真はイメージです ※写真はイメージです

LINEでも最新情報を配信しています

ホームページから教室案内をご覧ください

※ご利用するにはLINE登録が必要です

越後天然ガスのLINE公式アカウントでも各
種教室やイベント情報を配信しています。
右のQRコードを読み込んで画面中央の「追
加」をタップします。お使いのスマホに最新
情報をお届けします。

スマホの場合は… パソコンの場合は…

ココから!

ココから!

ホームページから
最新のチラシを

ダウンロード
できます

原 早苗 先生

日本野菜ソムリエ協会認定教室
「美bi・菜sai・果ka」主宰　野菜ソムリエプロ

�,���円

講　師

参加費 定　員 �名
持ち物 エプロン、マスク、手拭き

＊カラフル人参のラザニア風
＊カラフル焼き野菜のバルサミコ酢マリネ
＊人参のカレーポタージュ
＊ミニスイーツと紅茶
　（講師がご用意します。お楽しみに♥）

��:��-��:��

2/19金

野菜ソムリエの料理教室
~カラフル野菜で彩る華やかレシピ~

清野 祐子 先生

message one

�,���円

講　師

参加費 定　員 �名

持ち物 エプロン、マスク、
手拭き、古着やハギレ

思い出の古着をリメイクして、ホームパーティーな
どで使える可愛いガーランドを作ります♡ミシンを
使ったことがない初心者さんでも簡単に作れます♪
※古着はニットなどの伸びやすい生地はご遠慮くだ
さい。なければこちらで用意した布をお使いくださ
い。

��:��-��:��

2/24水

message one布小物教室
ミシンを使って古着でガーランド作り

※写真はイメージです ※写真はイメージです

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、マスク、手拭き

�月のレッスンは、リンゴのカービングとカッティン
グでフルーツを素敵に盛り付けします。おもてなしに
もつかえ、テーブルが華やかに♪初めての方も経験者
も楽しく受講できる内容です。

��:��-��:��

2/25木

知花先生のカービング教室
りんごのカービングとフルーツの飾り切り

料理教室での作業は基本�名様での調理ですが、内容によっては�名様
での調理、先生のデモンストレーションのみなどがございます。詳細は
五泉ショールームへお問い合わせください。裏面の『スクールにご参加
いただくお客様へのお願い』も併せてご覧ください。

お知らせとお願い

越後天然ガスのホームページの下記のボ
タンよりお申込みできる教室をご覧いた
だけます。ホームページより直接お申し込
みすることができます。

�/�（火）

えちてんスクール
次回更新は…




