
 

 

 

  シェフから教わるイタリアン＜本格イタリアン教室＞ 

ペッシェアズーロオーナーシェフ 池田 征弘講師 

7/4(月) 🕒 13:30-16:30 ￥6,000(税込) 

8/1(月) 🕒 13:30-16:30 ￥6,000(税込) 

 

7 月 ・夏野菜のカポナータ 

・シーフードピラフ ・地鶏のポタッキォ 

8 月 ・パンツァネッラ  

・野菜たっぷり洋風ご飯・ディアボラ 
 

シェフから教わるイタリアン＜体験教室＞ 

ペッシェアズーロオーナーシェフ 池田 征弘講師 

7/4(月)🕒 10:00-11:00 ￥1,000(税込) 

8/1(月) 🕒 10:00-11:00 ￥1,000(税込) 

 
7 月 ・美味しい魚介の冷製パスタ 

8 月 ・オムライス 

 

 

菓子工房セ・ラ・ヴィのケーキ教室 

菓子工房セ・ラ・ヴィオーナー 草処 英次講師 

7/12(火) 🕒 10:30-13:30  ￥4,000(税込) 

 ・菓子工房セ・ラ・ヴィのまるごと桃 

 

 

四季を感じる和菓子 

和菓子教室てぃーあんだ。宮川 睦講師 

7/19(火) 🕒 10:00-12:00／13:30-15:30 ￥3,500(税込) 

8/3(水) 🕒 10:00-12:00／13:30-15:30 ￥3,500(税込) 

 
7月 ・土用餅(4個) ・せせらぎの鮎（1本） 

8 月 ・ほうじ茶&白玉あんみつ(3 個) 

  ・甘酒まんじゅう(4 個) 
 

パパッと！おいしいレシピ 

浅井 ひとみ講師        

8/2(火)・6(土) 🕒10:30-13:00  ￥4,000 (税込) 

 
・ガパオライス 

・エビのスティック春巻き 

・マーブルパウンドケーキ（1 本） 
 

手軽に作るパン教室 ～男性歓迎～ 

中村 美香講師        

8/5(金)  🕒11:30-14:00 ￥3,800(税込) 

8/11(木・祝)🕒10:00-12:30/13:30-16:00￥3,800(税込) 

 
・夏野菜のピザ 

・トマトソース 

・ピザ生地(冷凍保存できます) 
 

～男性限定～手作りおつまみ教室 

栗原 弘美講師         

8/7(日) 🕒10:30-12:30  ￥4,000 (税込) 

 

・いわしの梅しそ巻き 

・ズッキーニとトマトのチーズ焼き 

・タコとトマトのマリネ 

※ビール 350ｍｌ1 本付き 
 

パン教室 ふろむすくらっち(フライパン編) ＜お試し教室＞ 

近藤 裕子講師         

8/13(土)🕒 10:30-13:30 ￥3,300(税込) 

 

フライパン de パン  

オーブンがなくても大丈夫！初めてさんも大歓迎 

・2 種類のパンを手捏ねでフライパンで作ります 

(コーンチーズパン/くるみパン) 
 

男の料理※女性の方もお申込みいただけます 

中村 美香講師         

8/18(木)・20(土)🕒 10:30-13:00 ￥3,800(税込) 
 
 
 
 

・ビビン麺 

・ヤンニョムチキン 

・ハニージンジャーゼリー 
 

季節のヘルシーごはん 

栗原 弘美講師         

8/19(金)🕒 10:30-13:00 ￥4,000(税込) 

 
 
 
 

・とうもろこしの天ぷら 

・いかのぽっぽ焼き 

・モロヘイヤの梅おかか和え 

+ちょこっと甘い物（かぼちゃの茶巾） 
 

パン教室 ふろむすくらっち(オーブン編) 

近藤 裕子講師         

8/21(日)🕒 10:30-13:30 ￥3,700(税込) 

 

暑いので、こねないパンづくり！ 

いちばんやさしい、ハード系パン 

・クランベリーとくるみのリュスティック 

・おつまみパイ 
 

やさしいお菓子教室 

中村 美香講師        

8/26(金) 🕒 10:30-13:00 ￥3,500(税込) 

 ・レモンのタルト 

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

♡ 親子で一緒にクッキング ♡ ❇1回教室❇ 多種多様なお教室を開催中！！ 

※写真はイメージです。※料理は２名分作ります。※料理は全て持ち帰りになります。※開催日 3 日前を過ぎてのキャンセルは電話でご連絡ください。 
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

アルコール消毒液の 
設置 

 

清掃・換気の徹底 マスク着用 検温の実施 
参加人数の

制限 
感染拡大防止に関する 
大多喜ガス CookingStudio の取り組み 
 

 

お申し込み受付は 6 月 7 日(火)10 時から開始いたします。 

大多喜ガス 料理教室 

お申し込みは 
▼  こちらから ▶ 

講師から皆さまへ メッセージ！ 

※開催日の 3日前よりキャンセル料金をいただく場合がございます。 

池田講師 栗原講師 近藤講師 小栗講師 

ふろむすくらっち (親子編) 

近藤 裕子講師        

7/22(金)🕒 10:30-12:30 ￥3,500/組(税込) 

 
・ドライカレーいなり 

・ココナッツフルーツゼリー 

※お子さまの対象学年：小学 1 年～中学 3 年 
 

パパっと！おいしい 親子クッキング 

浅井 ひとみ講師         

7/31(日) 🕒10:00-12:30/14:00-16:30 ￥4,000 /組(税込) 

 

・ドライカレー 

・ターメリックライス 

・一推し♡ざくざくグラノーラクッキー 

※お子さまの対象学年：小学 1 年～中学 3 年 
 

パン教室 ふろむすくらっち (親子編) 

近藤 裕子講師        

8/4(木) 🕒 10:30-13:30 ￥3,500/組(税込) 

 

手作りパンでハンバーガーセット(2 人分) 

・ハンバーガー 

・スティックピザ春巻き 

・フルーツシェイク 

※パン生地は成形からになります 

※お子さまの対象学年： 幼稚園年少～中学 3 年 
 

パン教室 ふろむすくらっち (親子編) 

近藤 裕子講師        

8/8(月) 🕒 10:30-13:00 ￥3,000/組(税込) 

 

作り方も、材料もパンと同じ。なのに 

食感はふわふわ、もちもちのマフィンみたいなパン 

・チョコレートカップパン(パフィン) 

※お子さまの対象学年：幼稚園年少～中学 3 年 
 

親子料理教室 

中村 美香講師        

8/12(金) 🕒 10:00-12:00/13:30-15:30  ￥3,500/組(税込) 

 
 
 
 
 

・キーマカレー 

・手作りナン 

・フルーツゼリー 

※お子さまの対象学年：幼稚園年中～中学 3 年 
 

夏休み親子 cooking 

栗原 弘美講師        

8/22(月) 🕒 10:30-12:30 ￥3,500/組(税込) 

 
 
 
 
 

・手作り米粉ピザ 

・トロピカルゼリー 

※お子さまの対象学年：幼稚園年少～中学 3 年 

 

ふろむすくらっち (親子・お惣菜編) 

近藤 裕子講師        

8/23(火) 🕒 10:30-13:00 ￥3,500/組(税込) 

 

夏休みはごはん作りをマスターしよう！ 

・チキンピラフ 

・ポテトサラダ  

・みかんゼリー 

※お子さまの対象学年：幼稚園年少～中学 3 年 
 

小学校家庭科の調理実習内容を 2 時間で完成する教室 

近藤 裕子講師・栗原 弘美講師         

8/25(木) 🕒10:30-12:30/14:00-16:00 ￥2,900/組(税込) 

 

・鶏そぼろの三色丼(米を炊く・茹でる・炒める) 

・きのこと油揚げの味噌汁(だしを取る・切る・煮る) 

・フルーツヨーグルトシェイク 

＊ワークシート付き 

※お子さまの対象学年：小学 1 年～中学 3 年 

 
 

 



 大多喜ガス料理教室のご案内 2022年 7-8月コース 

 

申込方法▷インターネット 
問い合わせ先▷BeE クッキングスタジオ 

TEL▷043-291-1510 

受付時間:10:00-17:00(土日祝は除く) 

大多喜ガス ショールーム BeE 

千葉市緑区おゆみ野 3-12-1 

 

～大多喜ガスからご提案～ 

これからは食事を“買う”だけじゃない 

知識や技術を“テイクアウト” 

しませんか？ 

 

パパッと！おいしいレシピ 

浅井 ひとみ講師         

7/2(土)・5(火)  🕒各 10:30-13:00 

・簡単ビビンバ丼 

・とうもろこしサラダ  

・白玉あんみつ 

各 1 回   ￥4,000(税込)  
 

 

～男性限定～手作りおつまみ教室 

栗原 弘美講師         

7/3(日)  🕒10:30-12:30 

・アジの南蛮漬け  

・夏野菜の寒天寄せ 

・じゃがいもの冷製スープ (ヴィシソワーズ) 

※ビール 350ｍｌ1 本付き  

1 回   ￥4,000(税込)  
  

パン教室 ふろむすくらっち(オーブン編) 

近藤 裕子講師         

7/7(木)  🕒10:30-13:30 

・甘酒レーズンミニ食パン 

・甘酒ゼリー 

1 回 ￥3,800(税込)  
 

 

手軽に作るパン教室 ～男性歓迎～ 

中村 美香講師         

7/8(金)  🕒11:30-14:00 

7/9(土)  🕒各 10:00-12:30/13:30-16:00 

・焼きカレーパン 

・ミルクパン 

1 回   ￥3,800(税込) 
 

季節のヘルシーごはん 

栗原 弘美講師         

7/11(月)  🕒10:30-13:00 

・パイナップルチャーハン 

・丸ごとなすの揚げ浸し 

・担々きゅうり ・ミニトマトの蜂蜜レモン                      

1 回   ￥4,000(税込) 
 

養生料理重ね煮～カフェ ランチを作ろう！～ 

小栗 世津子講師         

7/13(水)  各 10:30-13:30 

・野菜たっぷり具沢山スープカレー 

・きゅうりとわかめのたたき漬け 

1 回  ￥3,800(税込)  
 

パン教室 ふろむすくらっち(フライパン編) 

近藤 裕子講師         

7/14(木)  🕒10:30-13:30 

ビールにも合う揚げパン 2 種 

・カレーパン       3 個  

・ソーセージロール   3 個 

1 回 ￥3,800(税込)  
 

男の料理※女性の方もお申込みいただけます 

中村 美香講師         

7/16(土)・21(木)  🕒各 10:30-13:00 

・塩焼きそば 

・揚げ雲吞 

・キウイとパイナップルのゼリー     

各 1 回   ￥3,800 (税込) 
 

ふろむすくらっち(お菓子編) 

近藤 裕子講師         

7/18(月・祝)  🕒10:30-13:30 

・桃とオレンジのババロアケーキ 

・お豆腐ティラミス 

1 回￥3,900(税込) 
 

絶品！家庭料理 ～プライベートレッスン～少人数(2 名)制 

安西 早葉講師  

7/25(月)  🕒13:00-15:00 

・ひよこ豆のカレー 

・インド風チーズナン 

・カチュン(インド風サラダ)                     

1 回   ￥5,000(税込)     
 

 

絶品！家庭料理 

安西 早葉講師         

7/26(火)・28(木)  🕒各 10:30-13:30            

・ひよこ豆のカレー 

・インド風チーズナン                                                    

・カチュン(インド風サラダ)                                           

各 1 回  ￥3,800 (税込) 
 

 

やさしいお菓子教室 

中村 美香講師         

7/29(金)  🕒10:30-13:00 

・ヨーグルトババロアケーキ 

1 回   ￥3,500(税込) 
 

 
Otakigas Cooking studio Point 

▶作った料理をお持ち帰りできるので帰ったらすぐに食卓へ 

▶調理作業は全て一人で行うので、メニューをしっかり学べる 

▶再現しやすいレシピなのでお家でも作りやすい 

Let's go cooking 

～ i n f o r m a t i o n ！ ！ ～ 

八千代で開催！ 

申し込みは大多喜ガスの 

ホームページをチェック！ 

Otakigas Cooking studio 

 
-2022.7- 

 

写真：パン教室 ふろむすくらっち (親子編)8/7(月) ・チョコレートカップパン(パフィン) 

 


