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〒605-0052 京都府京都市東山区三条けあげ（京都）

食べる喜びから、作る楽しさへ。ウェスティン都ホテル京都では、子供の

成長に合わせて広がる食への興味をもっと深め、楽しんでもらおうと

「キッズクッキング」という夏休み期間限定イベントを開催しています。

小学生以下のお子様がホテルのシェフと一緒に、本格的なお菓

子作りに挑戦！ホテルのロゴマークが入った、本物のコックコートに身

を包み、シェフのデモンストレーションを見ながらおいしいお菓子を作り

ます。今回取材したのは、夏休み期間中。ジャンボシューにクリームを

挟み、好きなトッピングをしてできあがり。クリームと格闘したり、フ

ルーツをキレイに飾ったり、作っている時の真剣な姿と完成後のと

びっきりの笑顔は、夏休みのかけがえのない思い出になったはず！

最高のくつろぎを提供するために

美しい 古 都 の 町 並 が 広 がる東 山 に 佇 む ホ テ ル

京都東山の高台に佇むウェスティン都ホテル京都は、染まりゆく四季折々の

美しい景色を楽しめる、贅沢なホテル。敷地内には京都市文化財指定の回遊式

庭園「葵殿庭園」や「佳水園庭園」があり、数寄屋風別館「佳水園」では、文化財

である庭園を愛でながら、安らぎに満ちた風雅な和の空間でお過ごしいただけ

ます。また、バードウォッチングや森林浴がお楽しみいただける野鳥の森・探鳥路

もあり、ホテルにいながらにして豊かな自然を満喫できます。ウェスティンオリジナ

ルの「へブンリーベッド」や「へブンリーバス」で旅の疲れを癒し、快適な滞在を

お約束します。

www.miyakohotels.ne.jp/westinkyoto

食育とユニフォーム
パ テ ィ シ エ 気 分 で ク ッ キ ン グ ！

特
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食べ物と触れ合う
子どもたちの、
まっすぐな姿勢を
支えます。

食の安全と豊かさを次世代へ引き継ぐために。日本は食料自給率アップのための国民運動を行っています。
「住商モンブラン株式会社は、食の世界に関わる会社としてフードアクションニッポンの活動を応援しています。」

子どもたちが自然と抱
く「なぜ」や「どうして」
を実際に確かめられる
実験や研究は、大切な
学びのスタイル。どんな
小さな好奇心の目も大
切に育てる、ドクター
コート。着るだけで気分
は立派な科学者。

給食はもちろん、着用
している子供たちを守
り、さらに地球にも優し
いエコ素材を使って仕
立てた給食衣。スクー
ルカラーやテイストに合
わせて選べる豊富なラ
インナップです。サイズ
も幅広く展開。

食べ物を選ぶ、触れ
る、味わう。食の大切
さが見直されている時
代の、子どもたちの活
動を広げる新しいユニ
フォーム。学校で家で
テーマパークで、一人
に一着の時代が、すぐ
近くまで来ています。

実験衣 給食衣
Jr.
コック
コート

食育とユニフォーム
パ テ ィ シ エ 気 分 で ク ッ キ ン グ ！
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大人はもちろん、子供たちにももっとホテルの良さを知ってもらおうとウェス

ティン都ホテル京都では、子供たちを対象にした「キッズプログラム」を

行っています。特に夏休み期間中は多彩なメニューをご用意。お菓子教室

やダンス、工芸教室、トレッキング、ビンゴなど豊富なプログラムを楽しめます。

中でも特に人気なのが、お菓子教室。遠方から来られ宿泊されるお客様も

いらっしゃるほど。また一度参加されるとリピーターになる確率が高く、年々

人気が上昇中。今ホテルで体験する食育に、人気が集まっているのです。

子供たちの夢をかなえる、
本格派キッズコックコート。

今ホテルやレストランで行う
本物にふれる食育が人気。

高級感あふれる真っ白でまっさらなコックコート。普段なかなか着る

ことのできないユニフォームを身につけることは、子供たちの夢や

才能を引き出してくれるきっかけになるかもしれないのです。お菓子

教室のシェフも、ユニフォームを着てはしゃぐ子供たちの笑顔、真剣

な表情で取り組んでいる姿、完成した時の喜ぶ姿を見る時が、何より

の幸せだと感じています。小さなシェフがやがて本物のシェフになる

ことがあるかもしれません。始まりは、一着のユニフォームなのです。

ウェスティン都ホテル京都 4F 「稔りの間」



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN ([')
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


