
通常3,000円が
1,500円（税込み）
「こども一日料理教室」、

「こども特別教室」「校外学習」
は入会金は不要です。
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葉佐池古墳

❶日時　❷受講料１カ月分・材料費など（金額は消費税込み）　❸対象（記載のない場合は大人向け）　❹定員　❺準備物 
松山三越地下1階 ザセントラルマーケット
THE CENTRAL KITCHEN by sanwacompany にて開催

インスタグラムスマホサイト
●来講前に検温していただき、37.5度以上の発熱や風邪症状など体調に不安がある方には来講をお控えいただいております。 
●来講時は必ずマスク着用をお願いしております。 ●入室前には必ず手洗いおよび手指のアルコール消毒をお願いしております。
また、各教室に消毒液を設置しております。 ●換気のため、講座中は可能な限り窓や入口ドアを開けた状態で行います。

お申し込み
お問い合わせ

愛媛新聞カルチャースクール事務局 TEL 089-935-2361〒790-8511 松山市大手町1-12-1  ［受付］月～金曜9～17時（土・日曜、祝日は受付休み）

Fax 089-934-2471／ E-mail jigyo-cul@ehime-np.co.jp

各講座の詳細はホームページでご覧になれます
入会金半額！

「アクリートくらぶ」
または

「エフカ」会員なら

【個人情報の取り扱い】お客さまの個人情報は、厳重に管理しカルチャースクール運営業務や講座に関する連絡に使用いたします。ご本人の同意なしに第三者に開示したり、提供したりすることはありません。

新型コロナウイルス
感染拡大防止策について

篠原さい子
整理収納アドバイザー

篠原さい子
整理収納アドバイザー２級認定講師

針育講師ゆずめろん。

アロマ調香師

おもしろ古墳教室
〈葉佐池古墳探検〉

❶７月30日㊏ 9：30～11：30
❷2,200円（一組） ※参加者追加1,100円
❸小学生
❹15組
❺筆記用具・飲み物
　歩きやすい靴・帽子
　虫よけスプレー

山内英樹

久万高原で夏の星空を観測します。学芸員の特別解説付
きで楽しく観測します。

天の川と夏の大三角観察！
夏の星空教室

❶７月28日㊍・８月２日㊋・20日㊏・27日㊏ 
　19：50 ～ 21：30
❷大人1,500円／小・中学生1,000円（1回分）  ❸小学生以上
❹16名　❺筆記用具・虫よけスプレー・懐中電灯

【会場】 久万高原天体観測館

【会場】 葉佐池古墳公園

夏休みをきれいなお部屋ですごしましょう！ きれいのやる
気を引き出して、楽しくお片付けを習得します。

親子お片付けセミナー

❶７月30日㊏ 13：30～15：00
❷1,980円（一組） ※2人目からは880円
❸小学生の親子（高学年は子どものみの参加可）
❹10組　❺筆記用具・ハサミ・色鉛筆・スティックのり

八塚秀美
日本俳句教育研究会事務局長

山田智可
フレンチシェフ

山田智可
フレンチシェフ

俳句の作り方を学んで句会。楽しく宿題の俳句を完成さ
せましょう。

こども俳句教室

❶８月5日㊎
　13：30～15：10
❷1,650円
❸小・中学生（保護者入室可）　❹15名

正岡子規も大好きだった
という松山鮓。お魚を焼
いたり、出汁をとったり、
松山ならではの味作りに
トライしてみましょう！

こども郷土料理教室
松山鮓を作ってみよう！

❶8月18日㊍ 11：00～13：00
❷2,200円／材料費別途1,500円
❸小学３年生以上　❹8名

基本からおもてなしまで、お家でできるフランス料理を学
んでみませんか？ いつもと違う食材の組み合わせや味を
楽しみながら、普段使いのできるメニュー、ホームパーテ
ィーで使える料理、有名レシピの再現など多彩な内容の
料理教室です。

シェフと作る！旬の素材で
シンプルフレンチ

❶第４㊋ 11：00～13：30
❷3,850円／材料費別途2,000～3,000円　❹８名

朴　美樹
マイキムチ＆コリアンデリ
ハンアリ・オーナー

季節ごとの行事食を通じ韓国の食養生を学びます。毎回
のテーマに沿って薬食同源の文化に培われた豊かな食の
世界を楽しみましょう。

Hanari季節の食養生
韓国料理教室

❶第４㊋ 14：30～16：30
❷3,850円／材料費別途2,000～3,000円　❹８名

堀江優子
スマイルエプロン主宰

堀江優子
スマイルエプロン主宰

栄養学の知識をもとに健康的な食事について学ぶ家庭
料理教室。栄養価の高い旬の食材や珍しい食材を取り
入れてすてきな逸品に、「健康で豊かな食生活をおくる秘
訣」を学びます。

管理栄養士による
栄養学と季節のレシピ

❶第３㊋ 11：00～13：00
❷3,850円／材料費別途1,500～2,000円　❹８名

体験会 ｜ 8/30㊋ 14：30～体験会 ｜ 8/30㊋ 14：30～
体験料3,850円／材料費2,000円体験料3,850円／材料費2,000円

体験会 ｜ 9/13㊋ 11：00～体験会 ｜ 9/13㊋ 11：00～
体験料3,300円／材料費1,200円体験料3,300円／材料費1,200円

体験会 ｜ 8/30㊋ 11：00～体験会 ｜ 8/30㊋ 11：00～
体験料3,850円／材料費2,000円体験料3,850円／材料費2,000円

体験会 ｜ 8/23㊋ 11：00～体験会 ｜ 8/23㊋ 11：00～
体験料3,850円／材料費1,500円体験料3,850円／材料費1,500円

近藤ひとみ
ひとみ食堂主宰

おうちご飯をもっと美味しく！ かんたんに！
洋食、中華、和食とバラエティ豊かなレシピを学びます。
毎日作る料理、新しい発見をしてくださいね！

ひとみ食堂の かんたん！
おしゃれなおうちごはん

❶第２㊋ 11：00～13：00
❷3,300円／材料費別途1,200～1,500円　❹８名

コマキムパと韓国風味玉＆スイカのファチェ（花菜）を作
ってみましょう！ コマキムパはひとくちサイズのかわいい海
苔巻き。ファチェはフルーツポンチのような華やかな韓国
伝統の冷たいおやつです。

こども韓国料理教室
❶７月30日㊏ 14：00～16：00
❷2,200円／材料費別途1,100円
❸小学3年生以上　❹8名

いつものおやつをフレンチ風に。
パンナコッタやふわふわパンケー
キなどを作ります。きれいな盛り
付けも楽しみましょう。

こどもお菓子教室
シェフに習おう！ 可愛い
デザートプレート作り

❶８月２日㊋ 11：00～13：00
❷2,200円／材料費別途1,100円
❸小学3年生以上　❹8名

清水和繁
気象予報士

日本フラワーデザイナー協会名誉本部講師

雲や霧はどうしてできるの？ お天気のことを学んで夏の空
を観察してみましょう。自由研究にもぴったり！

こども「天気予報」教室

❶７月26日㊋・ 8月10日㊌
　10：30～12：00
❷4,400円（２回分）
❸小学３～６年生（保護者入室可）　❹15名

馬越まゆみ
近代日本美術協会委員

こども絵画教室
～宿題の絵を楽しく描こう

❶８月４日㊍・25日㊍
　15：00～17：00
❷3,960円（２回分）
❸小学生以上　❹12名
❺画材道具（課題にあった画用紙）

竹村結花

ヒマワリを使って、夏らしい生花のアレンジメントを制作し
ましょう。

こどもフラワーアレンジメント

❶７月30日㊏ 13：00～14：30
❷1,650円／材料費別途1,650円
❸小学生（保護者入室可）
❹10名　❺花ばさみ

髙橋真美

アロマの香りってどんな香り？ 泡がでるのはどうして？ 自
由研究も兼ねてバスボムを作ってみませんか？

天然の色と香りを楽しもう！
アロマバスボム作り

❶８月６日㊏ 10：30～12：00
❷1,320円／材料費別途1,000円（2個）
❸幼稚園～小学生（保護者入室可）　❹10名

早稲田大学名誉教授
長谷部信行

宇宙の始まりって？ 月の裏側は？ 火星に生物はいる？ 第
２の地球はある？ など宇宙の謎やしくみ、また進化し続け
る宇宙研究と開発など、豊富な画像を交えてお話します。
中学生から大人まで楽しめます。

❶８月３日㊌・17日㊌ 13：00～15：00
❷2,530円（1回分）　❸中学生以上　❹15名

福田真由美

親子でおさいほうに親しんでみませんか？ クールネック
（保冷剤ポケットつきマフラー）を作ってみましょう！

親子でおさいほう教室
夏休み特別編

❶７月23日㊏ 10：30～12：00
❷2,200円(一組)／材料費別途800円（一人）
❸小学生の親子　❹５組

宇宙講座入門 ～宇宙の謎としくみ～

お家を整える整理と収納の基本をやさしく楽しく学びます。 

暮らしと人生を整える
やさしい片付け基本講座
暮らしと人生を整える
やさしい片付け基本講座

❶第１㊌ 10：30～12：00　❷2,200円　❹15名

料理教室 こども一日料理教室 夏に学ぼう！ こども特別教室 親子で参加！ 校外学習

夏から始める大人向け講座

受講生
募集中!!

19：50までに
久万高原天体観測館
（上浮穴郡久万高原町下畑
野川乙488番）へ各自でお
越しください。雨天時は、
館内でプラネタリウム鑑賞

9：30までに葉佐池古墳公園
（松山市北梅本町甲2455）へ
各自でお越しください。

8月開講・全5回

〈料理教室について〉定員は８名。料理教室は秋開講の定期講座です。　〈校外学習のお申し込みについて〉必ず保護者の方もご参加ください。一組とは大人1人・子ども１人。会場へ各自でお越しください。

9/20
㊋開講

9/27
㊋開講

10/11
㊋開講 9/27

㊋開講

画像提供：NASA

まつ やま ずし

①8/24 「お片付けはじめの一歩セミナー」
②9/7　「クローゼット」   ③10/5 「リビング」
 ④11/2 「キッチン」　　 ⑤12/7 「年末のお掃除の基本」

朴　美樹
マイキムチ＆コリアンデリ
ハンアリ・オーナー


