
2019年5月
カエルぴあ なは

申込
Web
電話

定員各20名 な　ご（名護食文化人材育成施設） 定員16名

漁港
入口

許田インター

城十字路

ひんぷん
がじゅまるバス：名護十字路バス停より徒歩1分

名護食文化人材育成施設
名護市城1-4-11（2F）

北
部
病
院

ご来館の際は、公共交通機関をご利用下さい。
バス :那覇バスターミナルより徒歩5分　モノレール : 旭橋駅 /壺川駅より徒歩5分
※近隣には、有料駐車場がございます。

空
港

日本
生命 「ココだケロ！」

の看板が目印

「ホームシアター入門講座」
土5月11日 13:30▶15:00

カエルぴあ なは　セミナー情報 詳しくはWebサイト▶要予約無　料

～プロが教えるAV機器選びのコツと
　　　　あの名曲をイイ音で聞いてみよう!!～

「施主目線で伝えたい !!
　　　　　良い家のつくり方」
～5年がかりで注文住宅を建てた施主が話す
　　限られた予算で最高の家を建てるためのポイント～
講師：新垣　明香(家づくりアドバイザー、整理収納アドバイザー) 講師：當山　寛人　(A&Vショップ アバック沖縄 店長) 

日5月19日 10:30▶12:00

セミナーセミナー

070-5819-0984
営業時間　9:00～17:00 ( 休館日：月・旧盆・年末年始 )

お申込み
お問合せは

＊お申し込みは4/11（木）から各開催日の１週間前まで　
＊お申し込み多数の場合は抽選となります。
＊キャンセルは開催日前日までにご連絡ください。
＊「親子教室」以外は、18歳以上が対象となります。
＊メニューは変更になる場合がございます。
■エプロンをご持参ください。  
■15分前より受付開始

Webでの
お申し込みは
 コチラ ▼

友だち
募集中

オール電化公式 LINE@ID  @okiden.alldenka

「ベジコロッケと
　　　初夏のマクロビごはん」
●玄米のからし菜まぜごはん
●大豆のコロッケ
●トマトとレタスの塩麹スープ　他

12日

5/

10:30
▼

14:00

10:30
▼

14:00

10:30
▼

14:00

講師 大友 美幸
（マクロビオティックカウンセラー
 野菜ソムリエプロMother's  Kitchen 主宰）

19 日

5/

11:00
▼

14:30

講師

5/

講師

5/

講師

16木

18土

オープンサンドで優雅に楽しむ
アフタヌーンティーテーブル
●オープンサンド
●デザート

圧力なべで時短チャーシュー丼
●IHで作るチャーシュー丼
●海老のワンタン巻き上げ
●マーラーカオ（中華風蒸しカステラ）

大木 綾子
（食空間コーディネーター）

佐々木 章人
（ホテル　コレクティブ那覇）

10:30
▼

14:00

5/

講師

22水

初夏のスパイシー料理
●メキシカンライス
●豆のペースト
●ケイジャンチキン

がなは 理恵子
（松本料理学院 主任教師）

旬の食材を使って一汁三菜
●イワシの照焼きシークヮーサー風味

當山 全信
（沖縄サンコーストホテル　料理長）

イベント情報

沖縄家作人NET
家づくり相談会
inカエルぴあなは

やーつくやー 5/25   ,26土 日
10:00▶16:30
入場無料



2019年6月
カエルぴあ なは

申込
Web
電話

定員各20名 な　ご（名護食文化人材育成施設） 定員16名

漁港
入口

許田インター

城十字路

ひんぷん
がじゅまるバス：名護十字路バス停より徒歩1分

名護食文化人材育成施設
名護市城1-4-11（2F）

北
部
病
院

ご来館の際は、公共交通機関をご利用下さい。
バス :那覇バスターミナルより徒歩5分　モノレール : 旭橋駅 /壺川駅より徒歩5分
※近隣には、有料駐車場がございます。

空
港

日本
生命 「ココだケロ！」

の看板が目印

第 2回
「三菱 IH体験パンづくり教室」

木6/6
10:30▶13:00

カエルぴあ なは　イベント・セミナー情報 詳しくはWebサイト▶要予約無　料

～食育セミナーと
　　　　　IHクッキング～

～預け先の見直しで
　　『将来』を『笑来』へ～

●クリームシチュー、とうふドーナツ 他
講師：沖縄三菱電機販売株式会社
　　  　佐久田 奈里弥

子育て応援セミナー！
「子供が楽しく食べて
　　　　　元気に育つ」

日6/9 10:30▶13:00

講師：知念 佳代子(VACATION KITCHEN代表）

「幸せな貯蓄の仕組み作り」
日6/23 10:30▶12:00

講師：鎌田 大輔（ライフプランナー）

070-5819-0984
営業時間　9:00～17:00 ( 休館日：月・旧盆・年末年始 )

お申込み
お問合せは

＊お申し込みは5/9（木）から各開催日の１週間前まで　
＊お申し込み多数の場合は抽選となります。
＊キャンセルは開催日前日までにご連絡ください。
＊「親子教室」以外は、18歳以上が対象となります。
＊メニューは変更になる場合がございます。
■エプロンをご持参ください。  
■15分前より受付開始

Webでの
お申し込みは
 コチラ ▼

友だち
募集中

オール電化公式 LINE@ID  @okiden.alldenka

対象：小学生のお子様がいる方

所属：ソニー生命株式会社 那覇LPC第２支社第５営業所
　　　那覇市おもろまち1-1-12那覇新都心センタービル7階

初めての方
優先

本格汁なし坦々麺を作ろう！
●坦々麺
●鶏モツの葱ソース和え
●揚げバナナのデザート

12水
6/
10:30▶14:00

講師 與那嶺 一晃
（ロワジールホテル那覇「花風」中華 主任） 23日

6/
11:00▶14:30

講師 照屋 寛幸
（EMウェルネスリゾート
 コスタビスタ沖縄ホテル＆スパ 総料理長）

15土
6/
10:30▶14:00

講師 青山 志穂
（（社）日本ソルトコーディネーター協会 代表理事
  　　　　　　　　　　  ソルトコーディネーター）

16日
6/
10:30▶14:00

講師 喜屋武 直彦
（ホテル JALシティ那覇
 総料理長（兼）料飲部長）

22土
6/
10:30▶14:00

講師 親里 奈奈
（国際薬膳師・国際中医薬膳師・調理師）

簡単便利！シーズニングソルトを
使いこなす　★プレゼント付き★
●豚肉のハーブパン粉揚げ焼き
●じゃがいものガレット　他

手軽に楽しむフレンチ
●鴨胸肉のローストオレンジ風味 他

腸にいいデトックス薬膳
●セロリとクコのひき肉炒め
●デトックススープ
●緑豆春雨サラダ　他

県産食材を和食でヘルシーに
●新もずくとオクラに生姜を添えて
●グルクンのサラダ仕立て～梅風味～
●島豚の香味野菜巻き

サンンクスキャンペーン同時開催 !
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