13

14

親子で初めてのうどん打ち
8/17[土]
8/24[土]
15:30〜16:30

超初心者向け！
ワインとチーズの入門レッスン
8/4[日]
9/1[日]

ゼミ説明
プロが教えるうどんの打ち方
を親子で体験してみません

11:00〜12:00

か。打ったうどんはお持ち帰
す。

定

員 ３組

材料費 なし

03-3965-7741

16

ビールの素（麦汁）を作って
飲んでみよう！
8/3[土]
8/31[土]
9/7[土]

13:00〜14:30

定

北区浮間3-1-24
定休日：第2･第4木曜

は、自分の好きなワインとチ
ーズの見つけ方をしっかりお
伝えいたします。

8/16[金]
8/31[土]
9/13[金]

仕組みで皆さんに作って飲ん

20:00〜21:00

でいただきます。アルコール

定

員 3名または2組 20歳以上の方

材料費 1,000円 4種類試飲できます

キッズOK

予 天空 TENQOO
約
受
付 20:00～24:00

070-6571-0165

フレンチシェフと作る愛犬ランチ BOX
9/3[火]
9/10[火]
11:00〜12:00

北区赤羽西4-35-6
定休日：日曜･月曜

わかりやすい！
バーボンの美味しい世界。

ゼミ説明

03-5948-5657

14:00〜15:00

コラボ企画

ゼミ説明
当店自慢のミニメロンパンを
実際に作って貰う講座です。
親子でのご参加大歓迎！出来
上がったメロンパンの撮影も
大歓迎！

定

員 4名または2組 小学生以上の方

材料費 200円

03-5993-8471

17

大人または保護者同伴であれば
予 ビアプラスプラス
小学生以上のお子様
約
受
北区上十条2-7-13
付 火～金13:00～17:00 ／土祝 13:00～15:00
定休日：日曜･月曜

19

切なのは「自分の好みを理解

予 CafeVertVert
約
受
付 9:00～22:00

は入ってないのでお子様も是
非どうぞ！！

員 12名

員 12名 ワインかチーズに興味がある方

ビールの素となる甘ーい麦汁
を、当店のビール作りと同じ

材料費 500円（麦芽代）

8/5[月]
8/25[日]
9/7[土]

ゼミ説明
ワインや本格チーズは敷居が
高いと思っていませんか？大

材料費 2000円（試食実費代）

キッズOK

予 手打ちそば 松月庵
約
受
付 9:00～11:00（８月１０日から受付開始）

ミニメロンパンを作ってみよう！

する事」です。このゼミで

りできます。試食もできま

定

15

03-5948-9503

18

8/8[木]
8/23[金]
8/29[木]
9/5[木]

ゼミ説明

系、辛い系、芳醇なものな
ど、表を使ってわかりやすく

定休日：なし

員 ４名

ゼミ説明
お味噌は全国各地、バライテ
ィに富んでいます。お味噌汁
としてはもちろん、お料理、
ちょい足しなど使い方は数え
きれません。お味噌の疑問な
どは、味噌ソムリエにどうぞ
お気軽にお尋ねください。

材料費 なし

夜の部アリ
十条駅から徒歩4分
またはバス停『上十条3丁目』前
北区上十条3-29-5天空内
定休日：日曜日

20

19:30〜20:30
定

北区十条仲原2-2-5

お味噌についての楽しいおはなし

100種を越える在庫の中か
ら、厳選して飲み比べ！甘い

解説します。これであなたも
違いのわかる大人に。

キッズOK

予 メロンドゥメロン十条富士見銀座店
約
受
付 10:00～18:00

予 高柳味噌専門店
約
受
付 10:00～19:00

03-3909-8680

北区十条仲原2-2-3
定休日：火曜日

ビールの素でオリジナルスウィーツを作ろう
8/24[土]

ゼミ説明

ゼミ説明

12:00〜13:00

フレンチシェフがワンちゃんのランチBOXの詰
め方をお伝えします。

ビールの素（麦芽粕と麦汁）を使って、麦芽粕
でチョコレート、麦汁でオリジナルドリンクを

8/26[月]

メインのハンバーグに野菜やパスタ等を可愛く

作ってみよう！！講師はLa poule au potオーナ

18:00〜19:00

盛り付けて頂きます。

コラボ企画

ーシェフの渡邉氏。お子様の自由研究に！

ランチBOXはお持ち帰り頂けます。

定

員 ６名 20歳以上の方限定

定

材料費 700円

[ゼミ会場]：La poule au pot（ラプールオポ）

予 La Poule Au Pot × 犬の保育園Ohana
約
[犬の保育園Ohana]
受
付 12:00～14:00 土曜･日曜除く

北区中十条2-9-17

03-6875-9070

21

14:00〜15:30

定

員 ８名 小学生～高校生対象

(有)明美製菓

03-3919-2354

24

そ、和菓子職人と美味しい季
節の上生菓子を作りましょ
う。工場見学もOK !

員 8名

Furukawayaにご興味のある方

小学生低学年は保護者同伴
北区堀船3-30-12 定休日：月曜日
※祝日は営業、振替休業あり
※8/19～8/23を除く

03-5974-0122

11:00〜12:00

8/23[金]
19:30〜20:30

9/3[火]

15:00〜16:00

定

員 6名 18歳以上の方限定

材料費 1000円

予 Kukka Puu
約
受
付 10:00～20:00

080-5067-7115

14:00〜15:00

[ゼミ会場]：ビアプラスプラス

定

員 8名

23

ても美味しい日本ワインを一
緒に飲みませんか？手作りパ
ンとおつまみ付きです。〆は

090-5548-5869

い方も大歓迎です！

北区王子1-2-2
第二幸栄ビル2階
定休日：月曜日
※慶弔祝日営業、翌日火曜休み

19:30〜20:30

8/25[日],
9/7[土]

15:30〜16:30

定

員 ８名 20歳以上の方

材料費 1000円 要筆記用具持参

28

名高い紅茶”マリアージュ･フ
レール”4種類の飲み比べをし
ます。また、これからの季節

11:00〜12:00
19:30〜20:30

にぴったりのリネン(亜麻)に
ついてのお話とグラス拭き体

定

北区滝野川6-84-8
有名堂第一ビル1F

定休日：日曜･月曜･火曜日

員 5名 20歳以上の方限定

材料費 なし

予 酒のタジマヤ
約
受
付 11:00～19:30

03-3910-1056

員 10名 パンが好きな方

ゼミ説明
毎日ごはんを炊くように、気
軽にパン作りができたらいい
な～と思いませんか？こねな
い・丸めない・はからない！
パン作りで嬉しい・楽しい・
おいしい時間を過ごしましょ
う！

090-5548-5869

26

えします！

北区王子本町1-24-2
定休日：土日祝

老舗のお女将さんが伝授。
うれしいおもてなし
9/3[火]
9/4[水]
9/5[木]

話す日本酒の基本的な楽しみ
方のお話。日本酒とおつまみ
のマリアージュ体験も！
日本酒デビューしたての方も
『今』の日本酒の楽み方お伝

キッズOK

予 カフェ・ウィンド
約
受
付 14:00～20:00

ゼミ説明

12:00〜13:00

ゼミ説明
お抹茶のいただき方と甘納豆
を使った、簡単にできる御飯
やデザートをお教えします。
楽しいおしゃべりしましょ
う。

定

員 3名 女性 60歳以上

材料費 300円

夜の部アリ

北区王子1-5-3
不定日曜／祝日

ソムリエが教えるワイン初級講座
8/7[水]
9/4[水]

12:00〜13:00

酒師／日本酒学講師の店主が

03-6875-0172

ゼミ説明

フランスの紅茶に興味がある方
もしくはリネンタオルに触れてみたい方

定休日：土日祝

予 居酒屋 集っこ 本店
約
受
付 15:00～22:00

ルイ14世も愛したフランスの

験もあり♪

北区王子本町1-24-2

★酒師の聞きたかった日本酒の話★

を楽しむ為の講座です。プ
チ前菜とワインを傾けなが
ら皆さんの文化と優雅な時

北区中十条2-9-17

材料費 1000円 材料費、ドリンク代

予 カフェ・ウィンド
約
受
付 14:00～20:00

8/7[水],
13[火],
14[水]

定休日：日曜･月曜

[コラボ店]：La poule au pot（ラプールオポ）

8/12[月]
8/18[日]
9/8[日]

ゼミ説明

定

夜の部アリ

こねない･丸めない･
はからない！パン作り

今大注目の日本ワイン、とっ

20才以上のワイン好きな方

ゼミ説明

北区上十条2-7-13

03-5948-5657

店主のウクレレ演奏＆体験レ
ッスン付きで良い酔い♪

外食する以上に家での食事

リネンと紅茶の素敵な時間
8/4[日],
18[日],25[日]
9/1[日]

8/12[月]
8/18[日]
9/8[日]

25

キッズOK

予 フランス料理 Furukawaya
約
受
付 10:00~21:00

予 ビアプラスプラス × La poule au pot
約
[ビアプラスプラス]
受
付 火～金 13:00～17:00 ／土祝 13:00～15:00

材料費 1500円 ワイン代、軽食代

キッズOK

間を共有しましょう。
※お子さんもお酒が飲めな

材料費 なし

キッズOK

日本ワインとウクレレと♪

緒に手作り和菓子に挑戦しま
せんか。お家でボ～ッとして
いないで、暑い夏だからこ

外食する以上に家呑みを
楽しむ為のプチ晩餐

15:00〜16:00

27

22
ゼミ説明

8/1[木],2[金],
6[火],7[水],
8[木],9[金]

定

北区岩淵町2-4 キャトルセゾン2F

夏休みの思い出に、仲間と一

材料費 500円（1名分材料費）
予 都電もなか本舗
約
受
付 10:00～18:00

東十条南口から徒歩2分

[コラボ店]：犬の保育園Ohana

夏だ！ボ〜っとしないで
仲間と和菓子作り！
8/3[土]
8/17[土]
8/31[土]

員 ４組８名 小学生以上のお子様と保護者の方

材料費 500円

予 関の甘納豆
約
受
付 10:00～13:00（8月26日～8月30日）

03-3910-2693

29

ソムリエとつくる
オリジナルブレンドワイン
8/8[木]
8/10[土]
9/5[木]

ゼミ説明
選べない方から歴史や産地、
葡萄品種の味わいにご興味を
お持ちの方、是非ご参加下さ
い。テイスティングの仕方や
料理との相性までお教えしま
す。

19:30〜20:30

定

員 5名 20歳以上の方限定

材料費 1000円

夜の部アリ
北区滝野川1-4-10
定休日：月曜･火曜

北区滝野川2-7-7
定休日：日曜日、祝日

予 酒のタジマヤ
約
受
付 11:00～19:30

03-3910-1056

ゼミ説明
ワインづくりの工程、アッサ
ンブラージュの体験講座。
様々なワイン原酒をブレンド
することで、香りと味をデザ
インしあなただけのワインを
お創りください。
夜の部アリ
完成ワイン少量お持帰り可

北区滝野川1-4-10
定休日：月曜･火曜

