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ポートピアホテルの総料理長をご存知ですか？ 

ポートピアホテルの総料理長―その名は岸本貴彦。ホテルのレ
ストランや宴会料理を総括しています。普段は皆さまの前にな
かなかお目見えすることはありませんが、昨年秋以降の講座で
はたくさん講師として登場する機会がありました。｢親子ケー
キレッスン｣｢フレンチBENTO講座｣｢ローストビーフレッスン｣な
ど、総料理長の姿をご覧になった方もいらっしゃると思いま
す。身長178cmの総料理長はコック帽をかぶると更に“映え”
ます。自宅でよく作る料理はパスタやおでん(意外!?)、趣味は
スキー(多忙でなかなか行けないのが悩み)とのこと。ホテル内
を歩いている姿を見かけたらお声を掛けてみてくださいね。 

サピア便り 
〒650-0046 神戸市中央区港島中町６丁目１０番地１ 

お問い合わせ・お申し込み 

サロン・ド・ポートピア事務局 

Tel.078-303-5212(直通)  
(9:30a.m.～5:30p.m.) 

※詳しくはサロン・ド・ポートピアパンフレット またはホテルホームページをご覧ください。https://www.portopia.co.jp/ 

総料理長によるフレンチオードブル
のデモンストレーション後は各自で
彩りやバランスを考えながらBENTO
箱に詰めていきました。美しく鮮や
かに並べられたフレンチオードブル
を撮影される方も多数。ソムリエが
厳選したBENTOに合うワインとのマ
リアージュも楽しみながらピクニッ
ク気分を味わえたでしょうか。 

●日程 11月15日(木曜日) 

●時間 10:30a.m.～1:00p.m.(受付10:00a.m.～) 

●料金 会員5,200円/一般5,700円 

●講師 田辺 眞人(園田学園女子大学名誉教授) 

10/19 

(金) 

12/11 

(火) 

ポートピアホテルの名物料理ロー
ストビーフをご家庭でも作れるよ
うにアレンジしたレシピでデモン
ストレーション。その後のパーテ
ィではコース料理のメインとして
お楽しみいただきました。パーテ
ィのお楽しみ抽選会では総料理長
がプレゼンターとしても登壇して
くれました。 

REPORT  

兵庫県立美術館の相良学芸員がフランス
印象派絵画について語る90分。相良さん
のお話はドラマチックで分かりやすく、
一気にお話に惹き込まれながら印象派の
魅力を再発見することができました。ご
参加された皆様からも大満足との嬉しい
お言葉をいただきました。 

クリスマスソングを2回でマスターし、
総料理長のコーナーでもご紹介したプ
レミアムクリスマスパーティで誰でも
知っているクリスマスメドレーを披露
しました。その中で“きよしこの夜”
は会場全員で合唱！パーティーの雰囲
気が一気にクリスマスになりました。 

会場の中に入ると自然の木やハー
ブの何とも良い香りに包まれてい
ました。本物の植物のみで創るの
で、出来上がったリースもナチュ
ラルスタイル。香り高いオリジナ
ルリースが聖夜を彩ったことでし
ょう。 

人気のおせち講座の季節がやっ
てきました！今年も北原料理長
の軽快でアットホームな講習で
あっという間の2時間が過ぎまし
た。お見送りの時も料理長への
ご質問やご挨拶で、アイドル並
みの列が！これには料理長も照
れ笑いでした。 

2019年のお守りになる干支(亥)の木彫・
掛け飾り作り教室。皆さまには仕上げの
絵付けや金箔などの加飾をお楽しみいた
だきましたが、作り手により色々な亥の
表情があり、どの亥も愛嬌があったのが
印象的でした。吉祥干支飾りで2019年も
皆さまのご多幸をお祈り申し上げます。 

遠藤料理長自慢のソーセージ作りを体
験。2人1組で豚肉を腸詰めする作業は
息を合わさないと難しそう！ソーセー
ジを茹でている間はサントリーによる
ビール講座でお楽しみいただき、ラン
チでは3種類のソーセージを食べ比べ
ながらオクトーバーフェスト気分を味
わっていただきました。 

10/5 

(金) 

10/30 

(金) 

12/11 

(火) 

クリスマスパーティ発表会にて 

12/13 

(木) 

12/3 

(月) 

12/4 

(火) 



 

 

 

PICK UP！   
     §Nobukoの部屋§ 

④ 

「女性限定 美・ウォーキング講座」と「極上笑顔
になるためのセルフトレーニング講座」をご受講
くださったサロン・ド・ポートピアのブライダル会員
さまが、12/22（土）にご婚礼を挙げられました。
全3回の「美・ウォーキング講座」ではバージン
ロードを美しく歩けるように熱心にレッスンを受け
られ、「極上笑顔になるための講座」はカップル
限定の特別レッスンだったためお二人でご参加
いただきました。挙式当日はお二人とも少し緊張
されたご様子でしたが、やっぱり幸せなお二人、
写真からも伝わるように素敵な笑顔です♪2つの
講座が少しでもお役に立てましたらとても嬉しい
です。ご結婚後もホテルに遊びにいらしてくださ
いね。お二人で笑顔があふれるご家庭を築いてください。末永くお幸せに♡ 

あけましておめでとうございます。 

皆さまのおかげでポートピアホテルも無事に新しい年を迎

えることができました。2019年の干支は「己亥(つちの

と・い)」。この先大きくステップアップするためにエネ

ルギーを蓄える年とも言われています。また5月からは新

しい時代がスタートします。どんな一年になるのか私たち

も皆さまとご一緒に期待して過ごしてまいりたいと思いま

す。 

期待といえば、いよいよ大阪に「フェルメール展」がやっ

てきます。35点ともいわれている生涯作品のうち日本初公

開作品1点を含む過去最多の6作品を鑑賞することが叶いま

す。しかも！！展覧会の公開前に作品の見どころを大阪市

立美術館館長にレクチャーしていただく貴重な講座が実現

しました。(詳細はこの｢サピア便り｣

でもご紹介しています。)その他にも

たくさんの新講座をご用意していま

す。今年もポートピアホテルで冬を温

かく愉しく過ごして春の訪れを待ちま

しょう♪ 
画：伊勢紅風(｢四季の絵手紙教室｣講師) 

COMING SOON！  

写真はイメージです 

●日 程 1月19日（土曜日） 

●時 間 10:30a.m.～1:00p.m.(受付10:00a.m.～) 

●料 金 会員5,200円/一般5,700円 

●講 師 安田 恵理子  
  (歯科医師/大阪歯科大学非常勤講師) 

●募 集 20名 

●日程 1月30日 (水曜日) 

●時間 1:30p.m.～4:00p.m.(受付1:00p.m.～) 

●料金 会員2,000円/一般2,500円 

●講師 富士通ｺﾈｸﾃｯﾄﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ株式会社 
             ｽﾏｰﾄﾌｫﾝｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 他 
●特典 ﾎﾃﾙｷﾞﾌﾄｶｰﾄﾞ1,000円分他 

●募集 20名 

●日程 ①1月25日 ②2月22日 (各金曜日) 
●時間 11:30a.m.～1:30p.m.(受付11:00a.m.～) 

●料金 会員6,000円/一般6,500円 

     ※ランチ、入場鑑賞券（会期中有効）付 

●講師 篠 雅廣  (大阪市立美術館 館長） 

●募集 各30名 

ヨハネス・フェルメール「取り持ち女」 1656年 油彩・カンヴァス 143×130 ドレスデン国立古典絵画館 
bpk / Staatliche Kunstsammlungen Dresden /Herbert Boswank / distributed by AMF 

ホテルレストラン10%割引券付！ 

A＆B or A＆Cの2講座参加者限定で 

   バレンタインチョコプレゼント♪ 

●時 間 10:30a.m.～12:00noon(受付10:00a.m.～) 

●料 金 会員2,800円/一般3,200円 

●講 師 倉田 明奈 
  (Cs’ウォーキングスクール大阪本町校代表) 
●募 集 女性限定10名 

●時 間 12:30p.m.～2:30p.m.(受付12:00noon～) 

●料 金 会員5,000円/一般5,500円 

●講 師 藤田 達幸（EREMO料理長） 

●募 集 20名 

写真はイメージです 

●時間 1:30p.m.～3:30p.m.(受付1:00p.m.～) 

●料金 会員3,000円/一般3,500円 

●材料費 3,000円 

●講師 キャンベル 恵子 （Sugar Sugar代表） 

●募集 10名 

2/3 
(日) 

●日程 2月17日 (日曜日) 

●時間 1:30p.m.～3:30p.m.(受付1:00p.m.～) 

●料金 会員親子1組4,500円/一般5,500円 

      ※ケーキセット付 

●講師 明山 美保 (ロイヤルみどり店長） 

●募集 親子限定10組 

●日程 3月15日（金曜日） 

●時間 10:30a.m.～12:30p.m.(受付10:00a.m.～) 

●料金 会員3,100円/一般3,600円 

●材料費 3,000円 

●講師 広瀬 佳子(Ile-de-reイルドレ代表） 

●募集 10名 

●日程 3月5日（火曜日） 

●時間 1:30p.m.～3:00p.m.(受付1:00p.m.～) 

●料金 会員3,000円/一般3,500円 

●材料費 3,000円 

●講師 井塚 由利 (ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ） 
●募集 12名 

基本操作からLINEの使い方までアドバイザーが直接
お教えいたします。セミナーで使用するスマートフォ
ンはこちらでご用意します。 

大阪市立美術館の館長 篠 雅廣
氏によるレクチャー後は、ポートピ
アホテル総料理長が展覧会をイ
メージしたオリジナルランチコース
をお楽しみいただきます。 

お口と全身の関連性などオーラルケアポイントを楽しく
分かりやすく学びます。セミナー後はホテル総料理長
による特別メニューのランチをお楽しみください。 

“薔薇絞り”などのテクニッ
クを初めての方でも1日で
綺麗に完成できるように
レッスンいたします。 

写真はイメージです 

写真はイメージです 

前菜とパスタの講習後
はプチテーブルマナー
を交えながらランチを
お楽しみください。 

美しく見えるための身体の角度や手首の使い方などを
学んで、見た目で得する女子になりましょう！ 

へアアレンジテクニック実習後
は親子でホテルメイドのケーキ
をお楽しみください。 

写真はイメージです 

写真はイメージです 

吊りガラスの器にド
ライフラワーなどの
アレンジを詰めて
オリジナルのグリー
ンインテリアを作り
ましょう。 

お好みのお色目＆花材で華
やかなオリジナルのコサー
ジュを作ってみませんか。 

あの五輪入賞選手である中山竹通さ
んが講師である「ランニング講座」の
オリジナルTシャツがついに完成！袖
には中山コーチのイラスト入り。神戸
マラソンでは中山コーチもこのTシャツ
を着てゲストランナーとして出場。気
付いた方はいらっしゃいますか？今年も引き続き「中山竹通のランニング講
座」を春期・秋期と開講予定です。神戸マラソン完走、ベストタイムめざして
頑張るランナーをサポートします。 


