ICCジャパニーズ・カルチャー・ウィーク

日本の伝統芸術「和菓子」体験教室
作って、知りたい和菓子の世界！
Let's try making Japanese traditional art "Wagashi"
and understand the world of Japanese sweets!
◇紅葉の練りきり/ Kouyou no Nerikiri ◇
白あんに砂糖、山の芋やみじん粉などのつなぎの食材を加えて調整した
「練り切りあん（白あん）」を主原料とする生菓子。
White bean paste, is added to ground Japanese Yam, sugar, rice
granules, and other ingredients.

◇子持ち栗/Komochi Kuri ◇
白あんをこなしで包み、外側は栗あんのきんとん。
White Bean jam is wrapped in White Bean
Paste,while on the outside is chestnut jam.

今回ICCでは、早稲田の正門通りにある和菓子店
「七里香（ななりか）」より講師をお招きし、
和菓子体験教室を開催します。プロの和菓子職人が
丁寧に教えてくれるので、初めての方でも安心です！

Now at the ICC we have invited an expert from Soudai
Seimon Street‘s Wagashi store “Nanarica” to host a
Wagashi making class! You will be taught professionally
how to make Wagashi step by step, so beginners will be
able to easily make their own sweets too! So if you want to
know more about Japanese traditional culture, more about
日本の伝統文化を知りたい方、和菓子に詳しくなりたい
Wagashi, want to make some new friends, or if you just
方、友だちを作りたい方、甘いものに目がない方にも！
have a sweet tooth! Come and join us! You can enjoy the
作った和菓子を食べながらのカフェ交流タイムもありますよ。 Wagashi that you make while talking with other
participants during our cafe time afterwards.
ぜひご参加ください！
We're waiting for your application!

◇プログラム/ Program

◇七里香/ Nanarica

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Opened last April in Waseda as a store specializing in
Wagashi. Working to offer a new sense of Japanese values
with their high quality ingredients and carefully handmade
Japanese sweets.

和菓子の紹介（ICCスタッフ）
和菓子体験教室（子持ち栗・紅葉の練りきり）
試食交流タイム
Introduction to Wagashi (ICC Staff)
Wagashi making class（Komochi Kuri・Kouyou no Nerikiri）
Eating and Interaction time

昨年４月に早稲田にオープンした和菓子店。素材から吟味して作られた上質な
和菓子をコンセプトに、柔軟な発想で新たな価値観を提供している。

【Date】Oct 1(Mon) 2018, 4:30pm - 6:00pm
【日時】2018年10月1日（月）16:30～18:00
(Reception starts at 4:15pm)
（16:15 受付開始）
【Place】Okuma
Garden
House (1F, Bldg 25)
【場所】大隈ガーデンハウス（25号館１階)
【Eligibility】Waseda
University
Students
【対象】早大生 【言語】日英
【Languages】Japanese
&
English
【参加費】500円（当日会場にて支払い）
【事前登録】必要。サイト（https://goo.gl/EYY2pL） 【Fee】500 yen (pay on the day)
または右のQRコードから申請フォームにアクセスしてください。 【Registration】Required.Use URL(https://goo.gl/EYY2pL)
or QR code to access the online registration form.
【登録締切】9月28日（金）9:00am
【Deadline】Sep 28 (Fri) 9:00am
【募集人数】40名（申込者多数の場合は抽選）
【Capacity】40 people(In the event of a large
【協力】株式会社クーヤン
number of applications a lottery will be held.)
【Co-operation】 Nanarica
Waseda University Intercultural Communication Center (ICC) TEL: 03-5286-3990 E-mail: japanese-festa@list.waseda.jp

