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あなたにとって初めてのモノとコト。
テラスマルシェで出会ってください。
例えば自分だけのハーバリウムを作ってみる。
珍しい野菜を買って料理にチャレンジ。
食べたことのない美味しいパンに出会う。
初めての出会いを求めてテラスマルシェにお出
かけください！

受付時間

10:00～18:30 (定休日・第４水曜日）

ワークショップにご参加の方でクラシティ駐車場を
ご利用の方には２時間分サービスさせていただきます。
ワークショップ開講をご希望される講師の方を募集
しております。
詳しくは上記までお気軽にお問合せ下さい。

シリーズ食講座
紅茶と お菓子のマリアージュ 全３回コース
間瀬さとみ先生ならではの簡単且つ体に優しい手作りお菓子を作りながらいろいろな
紅茶を産地別にテイスティングしながらご紹介します。 各講座すべて

part①

1月8日(土)、19日(水）

14:00～15:30

♪「米粉で作る卵蒸しケーキ」グルテンフリー
=腸を荒らすと言われている小麦を使わずに
ふんわりもちっりなケーキ
☆スリランカ紅茶のテイスティング

part②

毎月２日とも内容は同じです。
要予約

2月5日(土)、16日(水)

♪「オートミールクッキー」食物繊維
たっぷり、少しの量でお腹が膨れる
オートミールで混ぜて焼くだけクッキー
☆インド紅茶のテイスティング

part③

ハーバリウム

9日㊐

10:15〜12:00

「酢」の種類・選び方・活用法をお話しします。
健康にダイエットに素晴らしい働きのある調味料
「酢」を使った料理を３種類作ってご試食、お持ち
帰りいただきます。資料・レシピもあります。
①スティック野菜の甘酢漬け（お持ち帰り）
②簡単マリネ（お持ち帰り）
③クリームチーズドレッシングの
チキンサラダ（試食）

要予約

【テラスマルシェ】10:00〜16:00

人気のハーバリウムです。お手入れ不要。豊富な瓶、色とりどり
の花材からセレクトしてオリジナルのハーバリウムを作って頂け
ます。他にブッダナッツの体験もご用意しております。
ブッダナッツは幸せを呼ぶ木の実といわれております。
ご自宅用、プレゼント用にオススメです。

2,500円(税込）

ライフ・占い

混ぜて、冷やすだけ!抹茶ムース

♪「たっぷりいちごのブラマンジェ」
いちごをたっぷり飾るひんやりお菓子
☆インド、スリランカ以外の
産地のテイスティング

12日㊌

開運カウンセラー＿Shine Soul

要予約

管理栄養士・ダイエットサポーター 間瀬さとみ

2,500円(税込）

定員10名 レシピ・お土産付き

10:00〜16:00

９日はテラスマルシェにて
当日申込受付順

定員6名

スーパーフードのおからを見直そう!
17日㊊ 10:15〜13:00

⾷・クッキング

パーソナルカラー診断

20日㊍

要予約

便秘解消、ダイエットにも役立つおからを使った
料理を3品作ります。
・基本のおから煮 ・おから入り肉団子のトマト煮他

要予約

3,300円(税込）

定員

第一印象UPの声・話し方
30日㊐ 10:15～11:30

10:15〜12:15

チョルダーシュ・ジュラ 古屋 綾女

6日 ㊍ 11日㊋ 10:15〜12:00

３種のお味噌（豆味噌・米味噌・麦味噌）を
３種のお出汁（煮干し・かつお・アゴ）を使って味噌
玉を作ります。
お味噌の健康情報もお話しします。
好みの味噌玉を選んで試飲と特製ふりかけご飯
（レシピつき）と共にお召し上がりいただきます。
作った味噌玉は３種を３個づつお持ち帰りいただ
きます。冷凍すれば長期保存も可能です。

定員

8名

持ち物：マスク、筆記具、自己紹介書類、

資格取得向け集中講座&1回講座

要予約

色を楽しむ♪AFT色彩検定３級 対策講座
全１０回 第１、３土曜日16:00～18:00

❶1/8 ❷1/22 ❸2/12 ❹2/26 ❺3/12
❻3/26 ❼4/9 ❽4/23 ❾5/14 ❿5/28
色彩検定にチャレンジ！色を学べばセンスが良くなり暮らし
も豊かに、仕事に差がつきビジネスチャンスが生まれます。

2,500円(税込）
6名

要予約

声第一印象は見た目が大きな役割を果たすと言われておりますが
挨拶や自己紹介は声・話し方がとても大切です。
姿勢、笑顔、滑舌を磨き印象 UP しませんか？
趣味や食べ物の事など予め考えてご参加下さい。
今年も「伝わる声」でハッピーに！！
１． 伝わる声を出そう
２． 滑舌・表情トレーニング
３． 自己紹介

家族、友人を招いて・・ホームパーティに欠かせない
ハンガリー風スコーンを２種類作ります。
紅茶・コーヒー、お酒どちらにも合う味わいです。

3,000円(税込）

１名

美容・健康・学び

1月31日㊊ 2月21日㊊

３種の味噌と３種の出汁で作る味噌玉作り講座

要予約

定員6名 ランチ付

ハンガリー料理教室第２回 ホームパーティで大活躍
ポガーチャ作り
要予約

2,500円(税込）

13:00〜15:00

セラピーサロン彩 金田久美

管理栄養士・ベルライフスタイル協会認定サポーター 間瀬さとみ

最近冬と言えばみんな大好き「おでん」
愛知県と言えば「味噌おでん」ですが
今回は鰹と昆布の出汁を利かせた関西風おでんに
チャレンジします。豊浜はんぺい、名古屋コーチン
の卵、大根など知多半島産の食材も使用します。
大根に味をしみさせる裏技などご紹介します。
作ったおでん（２～３人分）はお持ち帰りいただきます。
夜は知多産の美味しい日本酒で一献いかがですか！

要予約

9日㊐ 10日㊊ 18日㊋ 25日㊋

14:00〜15:00

生クリームは使わずに、豆乳で濃厚なムースを作ります。
小豆を飾りましょう。
管理栄養士・ベルライフスタイル協会認定サポーター 間瀬さとみ

日本紅茶協会認定ティーインストラクター 楠川晴子

24日㊊ 10:15〜12:00

１5日㊏ １9日㊌

ブッダナッツ.1,800円（税込）

3月5日(土)、16日(水)

知多半島おでん作り講座

ハンドメイド

健康ダイエットの救世主「酢」の話と活用講座

3,300円(税込）資料付き

1/4まで予約受付

要予約
要予約

リンパの流れを改善して身体の
不調・寒さ対策に役立てましょう！
29日㊏ 13:15〜14:45 伊藤ゆ利

要予約

免疫力アップを目指して、肩・頭部の疲れをとり、身体を強く保ちましょう！
ご自分のビフォー＆アフターの体調を比較しながら、簡単に疲れが取れる
方法をご紹介していきます。介護にも役立ちます。

1,980円(税込）

材料費込み

今回は肩と頭部です。

定員10名程度

