
無料IHでつくる料理講座IHでつくる料理講座 定員 名程度4～8

IHでつくる
料理講座について

※30分程度のエネルギーに関する講話があります。
※諸事情により、内容を変更または中止する場合があります。
※掲載している料理画像や作品画像やイラスト等はイメージであり実際と異なる場合があります。
※なお、講座へのお申し込みは、お一人さま、月に2講座までとさせていただきます。
※お申し込み方法・お問い合わせ先は裏面をご覧ください。

スタッフ講座有料IHでつくる料理講座IHでつくる料理講座 講師講座

ホッとぷらざ  2019年11月号ホッとぷらざ  2019年11月号

定員 名程度10

スタッフが、IHの使い方を
お教えいたします。

ガスコンロをご使用の方も、大歓迎です。
違いを実感してください。

スタッフ講座
シェフや先生から、
IHの便利な使い方や

コツを教えてもらえます。

講師講座

有名シェフが、ご家庭向けの
中華レシピを楽しくご紹介し
ます。
プロの技を間近で体験しま
しょう！

長江秘伝公開！ 至福の中華長江秘伝公開！ 至福の中華

申込
締切日

11/1金
11/16土
10：30～13：00

1,000円受講料

長江SORAE

長坂 松夫 先生

クリスマス気分を先取り！
今年は手作りケーキに挑戦し
てみませんか？
１２㎝のクリスマスケーキが
ワンホールずつ作れます。

アゼリアのクリスマスケーキアゼリアのクリスマスケーキ

申込
締切日

11/7木
11/22金
10：30～13：00

1,300円受講料

ＢＡＹ ＣＡＦＥ アゼリア
高松サンポート店

乃村 幸輝 先生

ＩＨの便利な機能を使って、
メイン料理からデザートま
で楽しくクッキング。
お料理のレパートリーが広
がります。

日立のＩＨでエコ楽ＣＯＯＫＩＮＧ♪日立のＩＨでエコ楽ＣＯＯＫＩＮＧ♪

申込
締切日

11/6水
11/21木
10：30～13：00

1,000円受講料

日立グローバル
ライフソリューションズ株式会社

三浦 美穂子 先生

生活習慣の改善に関するお話
や、ヘルシーで簡単なメニューの
料理教室など、健康についてトー
タルで勉強できる講座です。こ
れからの健康寿命を考える方に、
お役に立つ事間違いなしです！

ヘルシー簡単♪もち米玄米食プラス健康の話ヘルシー簡単♪もち米玄米食プラス健康の話

申込
締切日

11/23土●
12/8日
10：30～13：00

1,000円受講料

サンポート高松クリニック

院長 井垣 俊郎 先生
管理栄養士 加嶋 稚香 先生

旬のこだわり食材を使った家
庭で作れる美味しいフレンチ
をお届けします。
木場シェフのプロの技を間近
で体験しましょう。

木場シェフの愛情フレンチ（2回コース）木場シェフの愛情フレンチ（2回コース）

申込
締切日

11/26火
12/11水、1/15水
10：30～13：00

2回コース分
2,400円

の2回コース

受講料 12名程度定員

ボワ・エ・デュポン
オーナーシェフ

木場 巳雄 先生

ドイツの伝統的なお菓子シュ
トーレンは、毎日少しずつ食
べてクリスマスを迎える菓子
パンです。
日にちが経つごとに深まって
いく味の変化も楽しめます。

シュトーレンで迎えるクリスマスシュトーレンで迎えるクリスマス

申込
締切日

12/6金
12/21土
10：30～13：00

1,000円受講料

あがパン教室

松久 景子 先生

楽しいそば打ち体験はいかが
ですか？
先生が育てた100％国産の蕎
麦で作ります。
今年１年を美味しい手作りそ
ばで締めくくりましょう。

楽しいそば打ち体験！年越しそば楽しいそば打ち体験！年越しそば

申込
締切日

11/29金
12/14土
10：30～13：00

1,000円受講料

出前そば打ち 三ちゃん蕎麦

三谷 和幸 先生

ミートボールで北欧気分♪ミートボールで北欧気分♪

11/10日
10：30～12：30

申込
締切日

10/31木

人気の焼き菓子
フィナンシェ☆
人気の焼き菓子
フィナンシェ☆

11/4月●
13：00～15：00

申込
締切日

10/25金
おうちで簡単
☆ガレット風☆
おうちで簡単
☆ガレット風☆

11/14木
10：30～12：30

申込
締切日

11/3日●日祝
おうちでカフェtime♪
簡単キッシュ
おうちでカフェtime♪
簡単キッシュ

12/5木
10：30～12：30

申込
締切日

11/23土●土祝

親子で作ろう☆
チョコバナナマフィン
親子で作ろう☆
チョコバナナマフィン

12/1日
13：00～15：00

申込
締切日

11/21木
クリスマスにぴったり！
ミートローフカップケーキ☆
クリスマスにぴったり！
ミートローフカップケーキ☆

12/19木
10：30～12：30

申込
締切日

12/8日日

手作りおせち♪
いつものおせちにもう一品
プラスしませんか。。。

手作りおせち♪
いつものおせちにもう一品
プラスしませんか。。。

12/13金
10：30～12：30 申込

締切日

12/3火
プラザでXmas☆
さっぱりチキンのクリーム煮☆
プラザでXmas☆
さっぱりチキンのクリーム煮☆

12/25水
10：30～12：30

申込
締切日

12/15日日

祝

秋スイーツ♪ モンブラン秋スイーツ♪ モンブラン

11/26火
13：00～15：00

申込
締切日

11/16土土

土祝

親子4組8名程度
（小学生限定）

定員

親子限定



ACCESS MAP

休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）
年末年始（12月29日～1月3日）

開館時間 午前10時～午後6時

●2名さま以上でお申し込みの場合、すべての記載のある場合のみ受付とさせていただきます。
　なお、講座へのお申し込みは、お一人さま、月に2講座までとさせていただきます。
●クッキング教室の受講時はエプロン・筆記用具をご持参ください。
●代理の方のご出席、お子さま連れでの受講はご遠慮ください。（※親子教室は除きます）
●当プラザで受講経験の無い方、もしくは受講経験の無い方とご一緒にお申し込みの方を
　優先させていただきます。
●当社都合によりやむを得ず中止することがございます。
●有料講座の受講料は、開催日当日の来館時にお支払いください。
●有料講座のキャンセル料金：開催日8日前までは0円、7日前から当日不参加は受講料の全額。
●キャンセル料のお支払いは講座開催日の7日後までに、当プラザまでご持参ください。
　ご持参いただけない場合は、次回以降開催講座にお申し込みいただけなくなる場合がございます。

注意事項

〒760-0019  高松市サンポート2番1号 高松シンボルタワー タワー棟 1階
□E-mail：plaza-sunport@yonden-yes.co.jp　□フリーダイヤル：0120-459-010

右記の事項を添えて
お申し込みください。

①希望講座名（2講座まで）　②名前・よみがな　③年齢（学年）
④郵便番号・住所　⑤電話番号（日中連絡がとれる番号）

お申し込み・お問い合わせ（ハガキ、eメール、店頭、または電話）

本お申し込みにより取得する個人情報（氏名・電話番号・住所等）は四国電力及び四電エナジーサービスが行う各種ご提案のほか、
四電グループの各種商品・サービスに関する情報提供のために利用させていただく場合があります。個人情報について

【 イベント 】【 イベント 】楽しめるイベントがいっぱい！

●お申し込み多数の場合は抽選となります。当選者には締め切り後一週間以内にハガキにて通知
させていただきます。
●落選のお知らせは致しませんのであらかじめご了承ください。

無料

11/24日
１３：００～

小さい木の板と木の実を使って
かわいいネックレスやペンダンド
を作ろう♪
ボンドではるだけなのでとても
簡単♪

●先着：20名
●対象：年齢制限なし(未成年者は保護者同伴）お一人様1個

木の実で工作☆木の実で工作☆

10/27日
10:30～

かわいいハロウィンモンスターの
オーナメントを作ろう。
ハロウィンイベントにおすすめ♪

●先着：20名
●対象：年齢制限なし(未成年者は保護者同伴）お一人様2個

ハロウィンオーナメントを作ろう♪ハロウィンオーナメントを作ろう♪

※当日受付の開始時刻は、各イベント案内枠内に記載のない場合、イベント開始
時刻の10分前からです。

※来場アンケートにご記入いただいてのご参加となります。
※お子さま（未成年者）は保護者の方とご参加ください。
※定員に達した時点でイベントの受付を終了いたします。
※料理の持ち帰りは不可です。
※受付開始時刻前からお並びいただいている方にて定員に達している場合もご
ざいます。

※諸事情により、内容を変更または中止する場合がございます。また、掲載して
いる作品画像やイラスト等はイメージであり実際とは異なる場合があります。

イベントについて

10:00～13:00
11/3日●、11/17日

●先着：30名
●対象：年齢制限なし(未成年者は保護者同伴）

ハンドトリートメント無料体験会♪ハンドトリートメント無料体験会♪
AEAJ認定アロマハンドセラピス
トによる無料ハンドトリートメント
です。
大人も子供も無料参加♪

祝
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