
吉祥寺教室｜2022年3月

午前 焼菓子 入門男 基本男 20分 入門 ごちそう 洋中 バランス チーズ 家庭 洋中

午後 健康 パン チーズ

夕方 基本 入門

午前 応用 お魚 洋中 チーズ 入門 焼菓子 家庭 応用 ごちそう 20分 基本

午後 パン お魚 焼菓子 入門

夕方

午前 七草 20分 健康 上級 基本 家庭 飲茶 入門 パン ごちそう 家庭 入門 上級 ごちそう

午後 焼菓子 飾りずし 洋中

夕方 20分 入門 20分 作り

午前 かんＰ バランス ごちそう 作り 20分 基本 お魚 入門 応用 作り 健康 入門

午後 ガトー お魚 桜餅 作り

夕方 ごちそう

午前

午後

夕方

 

２８日 ２９日 ３０日 ３１日

２０日
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１日 ２日 ３日 ４日

B A B A B

日

A B A B A B A B A

月 火 水 木 金 土

＜凡例＞  ＜料理教室の実習時間＞  ＜ショップ営業時間＞
入門＝お料理入門コース 20分＝20分で２品おかず ガトー=いちごのショートケーキ「ガトー・フレーズ」  午前＝10:00-12:15 　 【平日】
基本＝和食基本技術の会 ごちそう＝くり返し作りたいごちそう料理 桜餅=春の和菓子 桜餅を作ろう  午後＝14:00-16:15 　 午前教室のみの日＝9:30-16:00
応用＝和食応用技術の会 チーズ＝世界のチーズ料理 卵サンド=極上のたまごサンドを作ろう！  夕方＝17:30-19:45 　 午後教室のみの日＝12:00-16:00
上級＝和食上級技術の会 作り＝うれしい作りおき料理 飾りずし=飾りずしに挑戦！  ＜20分で2品おかず実習時間＞ 　 午前・午後に教室がある日　9:30～16:00
洋中＝洋食・中華おかずの基本 バランス＝からだを整えるバランスごはん かんP=かんたんパン方式で作るピザ  午前＝10:00-11:30 　 午前～夕方まで教室がある日＝9:30-17:30
家庭＝家庭料理 パン＝手作りパンの会  午後＝14:00-15:30 　 【土・日】
健康＝健康寿命をのばす元気ごはん 焼菓子＝やさしい焼菓子  夕方＝17:30-19:00 　 午前教室のみの日＝9:30-12:30
お魚＝お魚基本技術の会  ＜かんたんパン方式で作るピザ実習時間＞ 　 午前・午後に教室がある日＝9:30-16:00

飲茶＝手作りは楽しい飲茶の会  午前＝10:00-12:00 　 午前・夕方に教室がある日＝9:30-12:30、15:00-17:30
七草＝季節を愉しむ　七草の会  午後＝14:00-16:00    午前～夕方まで教室がある日＝9:30-17:30

　 【祝日】

　 午前教室のみの日＝9:30-12:30
※コース名の後ろに「男」と表記のクラスは男性クラスとなります

※教室により設定のないコース、実習時間があります。



吉祥寺教室｜2022年4月

午前 バランス チーズ 家庭 洋中

午後 健康 パン チーズ

夕方 基本 入門

午前 焼菓子 入門男 基本男 20分 入門 ごちそう 洋中 焼菓子 家庭 応用 ごちそう 20分 基本

午後 パン お魚 焼菓子 入門

夕方

午前 七草 20分 応用 お魚 洋中 チーズ 入門 パン ごちそう 家庭 入門 上級 ごちそう

午後 焼菓子 手羽先 洋中

夕方 20分 作り

午前 健康 上級 基本 家庭 飲茶 入門 入門 応用 作り 健康 入門

午後 夏みかん お魚 スープカレー 作り

夕方 20分 入門 ごちそう

午前 バランス ごちそう 作り 20分 基本 お魚

午後

夕方
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１７日
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＜凡例＞  ＜料理教室の実習時間＞  ＜ショップ営業時間＞
入門＝お料理入門コース 20分＝20分で２品おかず 手羽先=家飲みごはん♪アツアツ手羽先餃子と生春巻き＆フォー  午前＝10:00-12:15 　 【平日】
基本＝和食基本技術の会 ごちそう＝くり返し作りたいごちそう料理 スープカレー=札幌スタジオ直伝！札幌チキンスープカレー  午後＝14:00-16:15 　 午前教室のみの日＝9:30-16:00
応用＝和食応用技術の会 チーズ＝世界のチーズ料理 夏みかん=季節の手しごと甘夏みかんのピールとコンフィチュール  夕方＝17:30-19:45 　 午後教室のみの日＝12:00-16:00
上級＝和食上級技術の会 作り＝うれしい作りおき料理  ＜20分で2品おかず実習時間＞ 　 午前・午後に教室がある日　9:30～16:00
洋中＝洋食・中華おかずの基本 バランス＝からだを整えるバランスごはん  午前＝10:00-11:30 　 午前～夕方まで教室がある日＝9:30-17:30
家庭＝家庭料理 パン＝手作りパンの会  午後＝14:00-15:30 　 【土・日】
健康＝健康寿命をのばす元気ごはん 焼菓子＝やさしい焼菓子  夕方＝17:30-19:00 　 午前教室のみの日＝9:30-12:30
お魚＝お魚基本技術の会 　 午前・午後に教室がある日＝9:30-16:00

飲茶＝手作りは楽しい飲茶の会 　 午前・夕方に教室がある日＝9:30-12:30、15:00-17:30
七草＝季節を愉しむ　七草の会    午前～夕方まで教室がある日＝9:30-17:30

※コース名の後ろに「男」と表記のクラスは男性クラスとなります

※教室により設定のないコース、実習時間があります。


