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プロに 教 わるもう1 品

レ シ 紹 介ピ
今月のシェフ

豆 知 識

材料／4人前

スパークリングワインとは､発泡性のあ
るワインの総称です。その中でもフラン
スのシャンパーニュ地方で 造られたも
ののみが、”シャンパン”と呼ばれます。
飲み頃の温度はだいたい７℃前後な
のでよく冷やして、泡を綺麗に見せる
シャンパンフルートで楽しみましょう。

どんな世代でも親しみやすく食べやすいスイーツが新商品はもちろん、
期間限定商品も含めて100種類そろう。お客様とのコミュニケーショ
ンを大切にしており、沢山のイベントを開催している（菓子教室、夏の
縁日、夢ケーキ、宝くじ、ハロウィン仮装大会など）

patisserie ystyle 〈パティスリー ワイスタイル〉
箕面市桜4-15-40　営／10時～20時　P７台有り

072-737-7088 
patisserie-ystyle.com

作り方（調理時間10分）

材料を煮詰める

シャンパン、水、砂糖を鍋で温め
て、沸騰したら氷水で戻した板ゼ
ラチンを加える

ザルで越して冷やす

ザルでこして、氷水で粗熱をとり冷
蔵庫で3時間以上冷やす

ゼリーを入れる

お好みの容器にゼリーを移す

器に盛り付ける

フルーツをカットして盛り付ける。
仕上げにチャービルを添える

横山 由樹さん

● シャンパン
 　（スパークリングワインでも可）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160cc
● 水・・・・・・・・・・・・・・・・280cc
● 砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・60g
● 板ゼラチン・・・・・・・・・・・6g
● 季節のフルーツ お好みで
● チャービル・・・・・・お好みで 季節のフルーツを楽しめるお手軽ゼリー。見た目もおしゃれで鮮やか！6月中旬～はサクランボがおすすめ。

季節のフルーツをつかった
シャンパンゼリー

ワンポイントアドバイス
子どもの分は、よく沸騰さ
せてアルコールをしっか
り飛ばしましょう。

シャンパン・
スパークリングワイン

グローバルヴィレッジ
インターナショナルプリスクール
千里山田校  吹田市津雲台7-4 206-6831-8996
千 里 丘 校  吹田市長野東3-15 206-6878-6874
高槻茨木校  高槻市宮田町3-4-10 2072-694-6000
http://www.global-edu.jp

開催校 千里山田校/高槻茨木校

9時～15時（8時～18時の間で延長可能）

満3歳から小学6年生

受講料39,000円　教材費4,000円　（税込）

8月15日（月）～8月20日（土）の6日間期　間
時　間
費　用
対象年齢

園の様子はブログで。

　今年もグローバルヴィレッジのサマースクールが開校する。今
年のテーマは“Global Games”。スポーツをテーマにクラフト、サ
イエンス、ミュージックを楽しみ、英語で異文化を体験していく。担

当は同校のネイティブ講師陣。サマースクールから
引き続きサタデースクールに入園すると、9月の月謝
が半額になる。幼保園の見学も電話予約受付中。

山田・千里丘・高槻

夏休みはグローバルで英語とスポーツの6日間
サマースクール2016生徒募集中英語幼保園

　習い事をさせてあげたいけど、忙しくて難しい…そんな働くマ
マ注目！同園は、ネイティブ講師との毎日の会話で真の英語力

が自然と身につく。英検Jrもゴールド
取得者が多数。リトミック・体育・徳
育・食育・日本文化など、クローバー
に通えばで習い事いらずの充実内
容で、一人ひとりをちゃんと見て成長
を促してくれる。1度体験教室で魅力
を体感して。見学も随時受付中。

毎日の英語シャワーでキレイな発音が身につく。 
楽しいイベントも盛りだくさん！

English School イマジンJAPAN
CLOVER児童園
〈クローバー〉

吹田

206-6368-3412
http://www.suita-clover.jp/
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マット運動やク
ライミングなど
体育も充実。

7時半～19時保育可能、ここで習い事も
英語、リトミック、体育、ピアノ…充実の内容

保育園・
イングリッシュスクール

特典 「シティライフを見た」と予約で　（6月末まで）

1日体験教室が無料 【開園】 月～土：7時半～19時

　国語・算数・英語からレッスンが選
べ、経験豊富な講師がオリジナル
教材を使って可能性を引き出してく
れる。本人が気づき自ら学ぶ気持ち
大切に、遊びの中で基礎を身につ
けていく。週1回500円ワンコインの
英語レッスンも人気。1度体験へ！独自教材“つみきくん”で、

遊びながら算数の基礎を
身に着けていく。

学ぶことが好きになる
2歳～楽しみながら身に付く幼児教室2～9歳の幼児教室

206-6388-4156
http://www.warabe-esaka.com
スマートフォンサイト : warabe-esaka.mobi

吹田市江坂町5丁目9-6
受付／10時～18時　定休／日曜・祝日

特典シティライフを見たで（6月末まで）
● 1レッスン体験無料＋英語ワンコインレッスン1回無料
● 入会金（10,800円）免除

総合幼児学院 WARABE
吹田 放課後クラスも　※お迎えサービスあり

● 対象 ： 小学校1年～3年生　
（寺内・千里第三・大池・豊津第一小学校児童対象）
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入室要項
● 対象年齢 ： 2歳2ヶ月～
　　　　　　小学3年
● 教科 ： 国語・算数・英語
● 1レッスン…2,000円～（45分）
● クラス ： トドラークラス…2歳2ヶ月～
　　　　 チャイルドクラス…4歳～
　　　　 ジュニアクラス…小学校～
● レッスン時間…①15時50分～
　　　　　　　 ②16時20分～
　　　　　　　 ③17時15分～

阪急千里山駅から徒歩3分
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　バレエを好きになって欲しいと子どもたちの目線に合
わせたレッスンがキッズに大人気！リズム感・柔軟性・き
れいな姿勢が自然と身につくキッズクラス。集中力・表
現力も身に着くJr.クラス、スタイルアッ
プのための大人クラスもあり。バレエに
興味のあるキッズも大人もまずは見学・
体験レッスンへ行ってみて。

千世バレエスタジオ吹田

吹田市千里山西5-9-29　千里山Ｓ1ビル2階
（阪急千里山駅噴水前）

2050-3634-0800
chiyo.ballet@gmail.com　
http://chiyo-ballet.com

楽しそうにみんなハイポーズ！

特典 「シティライフ見た」で
お試しレッスン500円
Tシャツ・短パン・くつ下でOK!　（6月末まで）

● 幼児・・・・5,000円
● 小学生・6,000円

● 中学生・・・・・・・7,000円
● 高校生～大人 8,000円

MENU

※いずれも月4回※個別レッスン1回5,000円

体験レッスンで楽しく気軽に
初心者歓迎のバレエ教室バレエ教室

　6月の会員様特典商品は、「発酵食品＆果物缶詰
フェア」。浅漬けの素、ぬか床、味噌、塩麹、お酢、
「国産果物」を使用した果物缶詰や寒天、お子様向
けのジュースなど計55アイテムがお買い得価格に！
受付にて無料で、すぐに登録できるので、ぜひ入会し
てみて！

産地直送の新鮮野菜を豊富に品揃え
6月は「発酵食品＆果物缶詰フェア」開催採れたて新鮮野菜

類農園直売所 
〈ルイノウエンチョクバイジョ〉

茨木

茨木市彩都やまぶき2-1-10
営／9時～18時　年中無休　Pあり

2072-646-6332
http://ruinouen.rui.ne.jp/
Facebookもチェック！

【こどもポイントカード】が６月よりスタート！
～スタンプを５個集めると、プレセントがもらえる！～
お子様（小学６年生以下）と一緒
に来店し、お買い上げレシートを
受付まで持っていくとスタンプ１個
が貯まり、スタンプが５個貯まると
プレゼントと交換してくれる！詳しく
は、店頭ポスターで。
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　「七五三」は前撮りが断然お得で、今なら撮影料金がお得に
なり、着付けとヘアメイク付きのキャンペーンを開催中。期間中
の撮影で七五三レンタルも
70％OFFに。「成人式振袖
記念キャンペーン」も同時開
催中で、2017年度の成人
の日撮影も予約受付中。

　　　　こども写真館フォトスタジオ・アミュ
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吹田市山田西1-1-11　火曜定休　
営／平日10時～18時　土日祝日9時～18時　Ｐ有

20120-753-039
HP：http://www.studioamu.com
ブログ：http://studioamu.citylife-new.com/

初夏の前撮りキャンペーン
●七五三前撮り
　撮影料金 通常3,000円→1,500円 ※写真代金別
　さらに、高画質スマホ待ち受け画像を進呈、着付けヘアメイク付き
●成人式振袖前撮り
　撮影料金 通常13,500円→平日8,640円
　※写真代金別、フォトヘアメイク付き

初夏の前撮りキャンペーン開催中
七五三と成人式の前撮り撮影がお得にこども写真館

吹田


