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 Voice Hobby Club
Tel   :02-119-7250  

Fax   :02-119-7251 

夏 休 み 子 供 ス ペ シ ャ ル 2021    2.Aug. 記 載

　ついに 8 月！インター校、日本人学校，幼稚園も夏休みに突入です。一時帰国や本帰国
の方が増え、日本人学校も半数、幼稚園もかなり人数が少なくなってしまうそうです。　
悲しいですが、今の状況を耐えるしか有りません。落ち込むのではなく、今できる事をや
りませんか？　バンコクに残られた方は、少人数制で『夏休み子供スペシャル』をオンラ
インとリアルで開催致しますので、ぜひご利用下さい。
昔の子供達は、ゲームや YouTube を見る時間はありませんでした。その分人やモノやコ
トと絡んでいました。狭い画面の中の世界ではなく、もっとお子様の可能性を広げてあげ
せんか？　テーマは『体験で養う人間力！』。やる前から『できない』と言う子を無くし
ましょう。『プチスペシャル』と同じ 2 週間ごとのカリキュラムです。リクエスト OK ♪

　＜かがみ知加子先生プロフィール＞未来の 子ども達から感謝される子育てを目指して30年、
延べ 2 万人の親子と関わっておられます。一般社団法人ママ育協会代表理事　（株）日本脳力
育成協会代表取締役　自分の人生を生きる力を引き出す「ほくと教育」代表

【実績】全国市長会「日本再生首長会議」にて親教育講師　TBS「朝ズバ」コメンテーター　
NHK ラジオ第 2 放送子育て講演　女性自身掲載　全国女性シンポジウム出演　全国講演 300
本以上　企業・学校・自治体での講演多数　映画「かみさまとのやくそく」に出演、その教室
が舞台となる。

＜キッズスペシャル１日コース＞　午前 9 時から 4 時過ぎ迄、創造性の有るカリキュ
ラムで頭と身体を使いましょう！ まだちょっとコロナが怖く外に出たくない方は、オンライン
クラスをご利用下さい。日替りで、大人顔負けのカリキュラム。お好きなカリキュラムをカス
タマイズして下さい。ランチは、日系お弁当屋さんの特別お子様ランチです。

＜カリキュラム別プログラム＞　一覧表の時間は同時刻もあるため，表示が確実
ではありません。必ずお申し込み時に確認して下さい。４名以上で開講します。
　　　 基本時間　① 午前 9：00 〜 10：30　　② 午前 10：40 〜 12： 10
　　　　　　　　 ③ 午後 1：00 〜 2：30　　  ④午後 2：40 〜 4：10

　リクエストも OK です。
　お友達とお誘い合わせの上、お申込み下さい。

《コロナウイルス対策ご協力のお願い》
　いつもボイスホビークラブをご利用下さり、誠に有難うございます。只今ボイスホビークラ
ブは、お客様のご来店後に机、椅子の消毒、各部屋オゾン消毒を毎週末に行っています。今後
も安心で安全な環境でご利用頂けるように務めたいと思いますので、
ご来店の皆様は、下記のお約束を必ず守って下さい。 
　＊ご本人及びご家族が海外から帰国の方は、2 週間経ってからお越し下さい
　＊体調の悪い時はご遠慮下さい
　＊お出かけ前に検温され、37.5 以上の場合はご遠慮下さい　＊必ずマスクをご着用下さい　
　＊ボイス到着時には、検温、アルコール、あるいは除菌剤さぶぅをお使い下さい

　特別企画「プロも驚く子育て術」　幼児教育のプロ、かがみ先生とコラボ企画！
　　　　　　　　　　　　　　『脳』の形成は 10 歳まで。それまでに様々な体験を通じて、『脳』
　　　　　　　　　　　　　　の土台を作ります。子供たちが遊びや体験から得られる様々な
　　　　　　　　　　　　　　モノがその将来に大きく影響するのです。
　　　　　　　　　　　　　　　7/29 にかがみ先生と Live をして、より先生の考え方に共鳴
　　　　　　　　　　　　　　しました。先生からのメッセージ動画も 3 編 Up しています。
　　　　　　　　　　　　　　（動画は Facebook、Homepage でご覧下さい）

　今からの子供たちは、お受験して有名私立に入って、良い大学、良い就職先を〜とは行きま
せん。未来に生きる子供たちに必要な事は何でしょう？　世間で言われている子育ては、本当
に正しいのでしょうか ???　ボイスホビークラブは、０歳からの幼児教育に力を入れていきま
す。小学 4 年生までが勝負！ 14 歳までにママが変われば、子も変わります。大きくなってか
ら子供に「ママありがとう♡」と言われる子育てをしましょう。

　ボイス特別 on-line 1 day セミナー　日本の最前線教育をかがみ先生から直接学べます。
　少人数制で、お悩みにも答えて下さる特別企画です。ぜひこの機会をお見逃しなく♡
　　　時　　ご都合の良い日程をお選び下さい。日本からの参加も OK です。
　　　　　　① 8/5    （木）午後 1：00 〜 3：00　　　　② 8/9 （月）午後 1：00 〜 3：00
　　　　　　③ 8/20（金）午後 1：00 〜 3：00　　定員　先着 6 名まで　　　Zoom 使用
　　　参加費　　　メンバー　B1800　ノンメンバー　B1900

対象学年　
　［幼］　　幼稚園年少〜年長
　［小低］　小学校 1 〜 4 年生
　［小高］　小学校 5 〜６年生
　［中〜］   中学・高校生以上
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Ⅰ . 鬼滅の刃クラフトシリーズ　対象：幼稚園年長〜大人
　大人気のシリーズ。もう作りましたか？　ハサミが使えるお子様対象。年少・年中さんは、
パパかママとご一緒にご参加下さい。
　　　カリキュラム　1 鬼滅人形　人形 6 体揃えた方にはプレゼントあり♡
　　　　2 フレーム
　　　　3 下敷き　
　　　　4 コースター

　　　　　　　　　　　時　カリキュラムの中よりお選び下さい。　 
　　　　　　　　　　　持ち物　　人形　　はさみ・接着剤（UHU)B45　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　その他　はさみ・接着剤・色鉛筆
　　　参加費　　大人　メンバーは子供、親子と同じ　　ノンメンバーは＋ B 50　
　　　　　　　　人形　B 750　（伊之助のみフエルト B 750、フェイクファー B 800）
　　　　　　　　下敷き・コースター　　B 550　　　　フレーム　　B 600
　
Ⅱ . 子供クッキングクラス　子供たちもママも、そろそろストレス限界？　
　いつも人気の楽しく、美味しいクラス♡ 
　　　時　　　（月）〜（土）　① 午後 1：00 〜 2：30　② 午後 2：40 〜 4：10
　　　メニュー　　先着リクエスト制です。１日 2 メニューが原則です。

　　　　　　　　カレーパンとあんドーナツ・カップケーキ・肉まん＆あんまん・フルーツロー
　　　　　　　　ルケーキ・みたらし団子・チョコレートブラウニー・黒糖ドーナツ・スィー
　　　　　　　　トポテト・ポテトコロッケ・スフレチーズケーキ・手打ちうどん・・ベイク
　　　　　　　　ドチーズケーキ・ハンバーガー・マドレーヌ・ライスコロッケ・バナナチョ
　　　　　　　　コケーキ・巻き寿司・スコーン・ミニピザ・コロッケサンド・餃子・メロンパン・
　　　　　　　　スマイルパン・３色シュウマイ・ツイストパン・手まり寿司・フルーツタルト・
デコドーナツ・もーもーサブレ・チーズポテトグラタン・３色パン・マカロニグラタン・チョ
コカップケーキ・チーズパンプキングラタン・ミートローフ・グラスケーキ・２色おはぎほか

　　　参加費（材料費込み）　　1 カリキュラム　Ｂ 550
　　　持ち物　　エプロン・三角巾（バンダナ）・お手拭き・
　　　　　　　　お持ち帰り用タッパ（パンとクッキーは底の広い物）と
　　　　　　　　それを平らに入れる紙袋をお持ち下さい。
　　　　　　　　ナイロン袋やスチロールはお渡しできませんので忘れずに。

 

　
　

★ 5 つ星 Dessert』の長谷川シェフ★親子スペシャル！　パパも参加頂いているこのクラ
スは、ご家族ほのぼの♡  きっと子供たちにとっても楽しい想い出になることでしょう♪　　
講師は、日本のリッツカールトン、ヒルトンホテルなどで活躍したパテシエ。オリジナルレシ
ピを作ってみましょう♡　対象は、お父さんorお母さん＋お子様（年齢、人数をお知らせ下さい）
　　　時　　　A 午前 9：30 〜 11：15　　B 午後 12：00 〜 1：45　　C 午後 2：15 〜 4：00　
　　　　　① 8/13（金）　フルーツレアチーズケーキ＋シェルクッキー
　　　　　② 8/14（土）　焼きドーナツ＋ブルーベリーチーズカップケーキ
　　　　　① 8/21（土）　イーストなしのピザ＋オムレットケーキ
　　　持ち物　　エプロン・タオルのハンカチ・お持ち帰り用のタッパ
　　　参加費　　メンバー　B 1000　　ノンメンバー　B 1100　　定員　各 3 組

Ⅲ . そろばんくらぶ　対象：幼稚園年中〜高校生
『読み・書き・そろばん』は『学習の基本』と昔から言われてきましたが、そろばんを学ぶ事で，
どのような力がつくのでしょう？・観察力   ・イメージやひらめき  ・記憶力   ・集中力   ・情
報処理能力   ・聞く，読む力。やはり試してみる価値は、有りそうですネ。さあ、お子様に基
礎能力を伸ばす機会を与えて上げましょう。幼稚園生もどんどん上達しています。お子さんに
　　　　　　チャンスを〜！講師は、子供指導歴の長い経験者。（月・水・金）女性、（土）男性。
★少人数制のオンラインクラス＆リアルクラス
　　　　　　　オンライン　＜月・水・金クラス＞　
　　　　　　　　　①（月）2：30 〜 3：30　　　②（月）3：45 〜 4：45　
　　　　　　　　　③（水）  3：00 〜 4：00　　　④（水） 4：15 〜 5：15
　　　　　　　　　⑤（金）3：45 〜 4：45　　   ⑥（金） 5：00 〜 6：00
　　　　　　　オンライン & リアルクラス　＜土クラス＞
　　　　　　　　＊初心者　1：00 〜 1：45
　　　　　　　　＊中級 A　2：00 〜 3：00　3：15 〜 4：15　　＊中級 B　4：30 〜 5：30
　　　持ち物　　そろばん（無ければ簡単な物は B150 ご購入可）・筆記用具
　　　定員　　　幼稚園・小学低学年　6 名　　中級　10 名
　　　参加費　　８回コース　B 6000   　２回　　B 1600　　休み中はトライアル無し
　　　振替　　　事前連絡で期間内 2 回延長可！　一時帰国は延長可！

Ⅳ . お習字・かきかたクラブ　対象：［幼］［小］［中］
　コンピューターの時代になっても、『字』は一生のおつき合い。正しい鉛筆、筆の持ち方を
幼い内にマスターしないと、大人になって困ります。対象は、年長さんから中学生まで。
A お習字・書き方クラブ　生徒募集中！　硬筆だけも OK ！
只今、オンライン、リアルクラス共に開講中！
　　時　　リアルクラス　（月） 
　　　　　　　A  午後 2：40 〜 4：40  　B  午後 4：00 〜 5：00  　
　　　　　オンラインクラス　
　習字（木）年長〜小 3 年　午後 2：30 〜 3：30　小 3 〜 6 年　午後 4：00 〜 5：00
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　　　　硬筆（火）年長〜小 3 年　午後 2：30 〜 3：30　小 3 〜 6 年　午後 4：00 〜 5：00
　　　対象　　　幼稚園年長さん〜小学 6 年生　 定員    各クラス 8 名
　　　持ち物　　書道セット（太筆・小筆・すずり・墨液・分ちん・下敷き・雑巾）・半紙 20 枚・
　　　　　古新聞　  硬筆セット（2~6B の鉛筆 5 本・下敷き・日本人学校の国語ノート No.1）
　　　参加費   　8 回コース　B 3600　 　　トライアル　1 回のみ　B 450
　　　　　　　　事前連絡で期間内 2 回延長可！　一時帰国は、延長可。

Ⅴ . 英語クラス　Achieve English Gym ボイス子供スペシャルとのコラボ！
　　〜本当に英語力を変えたい方のための英語ジム〜
駐在先がタイでも、「帰国子女」は「日本にいる人よりも英語が話せる」と思われます。将来グロー
バルに活躍できる力を身に付けるため、 小学校低学年のうちから英語の基礎を固めませんか ?
★ボイス★オンラインプライベート英会話　子供だってネイティブと話そう
　オンライン英会話レッスン、「やったことはあるけれど続かなかった」「やってみたいけれど
どれを選べば良いか分からない」。そんな経験はありませんか？　ボイスの大人・お子様向け
英語でお馴染みの Achieve English Gym・Reina 先生が、フィリピン・セブ島の英語学校
First English Global College とコラボし、他とは違う効果的なオンラインプログラム。
　＊一般的なオンライン英会話と違う 6 つのポイント　詳細は HP を♪
　＊無料カウンセリングと無料体験レッスン！ QR コードよりご予約下さい。
　　　担当講師　英語のレッスンは、First English の優秀なフィリピン人講師
　　　　　　　　英語学習方法のアドバイスや進捗フォローは Reina 先生です。 
　　　　＊学習が続く仕組み、上達する仕組みが組み込まれたプログラムです。
　　　対象　　4 歳〜大人　本当に英語力を伸ばしたい方は大歓迎です♪ 
　　　レベル　事前カウンセリングで Reina 先生にご相談下さい。

Ⅵ .Let's Sports!  　運動不足の子供達、全員集合！　
タイでは、歩く事も少なく、エレベーターの生活。特にコロナ禍で益々運動量が減っ
てますよね？お部屋でゴロゴロゲームや YouTube 三昧では、余りに悲しい（涙）
子供達もママもストレスが溜まり過ぎ！　思いっきり身体を動かしましょう！

A.  現役プリマドンナによるバレエ教室　お姫様、王子様になろう〜♡新規生募集中！
　本物のバレエリーナ ARINA 先生は、2 歳からバレエ一筋。本格的なイギリスの指導法も学
んだプロ講師です。子供達に楽しくバレエの基礎を教えてくれます。美しい姿勢と柔軟な身体
を作りましょう。いつからでもお入り頂けます。レベル別のクラス分けなので、新しい方はご
相談下さい。只今オンラインクラスを 50%Off で開講中！　
　★ Pre School　　　　　  毎（金）午後 3：15 〜 4： 00
　★ Pre-Primary School　 毎（木）午後 4：00 〜 4： 45
　★ Grade 1　　① 毎（水）午後 4：45 〜 5：45
　　　　　　　 　② 毎（木）午後 5：00 〜 6：00　
　　     ★ Grade 3 毎（火）午後 5：15 〜 6：45　特別クラスも開講中！お問い合わせを〜。

　　　　　　　　参加費（8 回コース）　B 3,600　　トライアル　B 400
　　　　　　　　振替　　事前に連絡頂いた場合、2 回延長可能。一時帰国の場合も延長可能。
　　　　　　　　服装　　体験は、動きやすい服服装、裸足
　　　　　　　　G-3(1.5 時間）　 参加費（8 回コース）　B 5,400　　トライアル　B 600
　　　　　　　　ウェアなどは、コース受講時にご注文下さい。レオタード（B 550）・
　　　　　　　　タイツ（B 350 〜 390）or 靴下（B 100）・シューズ（B650~750） 

B. バドミントンクラブ　C. キッズエクササイズ　 

 このクラブは、現在規制中です。規制が解け次第開講させて頂きます。

Ⅶ . お絵描きクラブ　
　絵心は、大人になっても必要な一生モノです。小さい内から正しい色の
知識やデザイン力を身につけましょう。毎回違ったテーマで様々な手法を
学びます。絵に苦手意識のあるお子様も楽しく絵が描けるようになります。
A. テーマ替わりお絵かき　絵も経験値！色んな絵を描いて、表現力を養いましょう。
　1 物語を読んで　2 季節の絵　3 幼稚園・学校の絵　4 ハヌマーンの絵
　5 タイの果物　6 未来の乗り物　7 便利ロボット　8 住みたい家　
　9 自分の顔　10 私の好きなモノ　11 海の中の生き物　12 友達の顔　など

B. デザイン　絵が下手だと思い込んでいるお子様にオススメ！誰でも描けますヨ。
　1 点と線 ① ② ③　2 葉っぱのモチーフ　3 フルーツモチーフ
　4 模様　5 点描画（花火）　6 ハートのモチーフ 7 T シャツ　8 浴衣　

C. 色遊び　色の知識も一生モノ！小さい時から色に馴染みましょう。
　　　　　　　　　　　　1 色の輪（色相環）　2 色水とにじみ絵　3 虹の色と光の色　
　　　　　　　　　　　　4 暖かい色・冷たい色　5 嬉しい色・悲しい色　6 色の組み合わせ１
　　　　　　　　　　　　7 夏の色　8 ポロシャツの配色　9　レインボーカラー　などなど　

　　　　　　　　　　　　　　　A.B.C. コース共　持ち物    鉛筆・消しゴム・クレパス・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水彩絵の具・パレット・筆（大中小）・雑巾
　　　　　　　　　　　　　　　　参加費　（紙代を含む）   　 １回　B 500 

D. お絵かき & 工作　ちょっとしたアイディア　　
　1 テクマクマヤコン魔法の鏡　参加費（材料費込み）B 500 　
　　　持ち物   　色鉛筆・ハサミ・スティックのり　

　2 ジグソーパズルを作ろう！　白紙のジグゾーパズルにオリジナルの絵を描こう！
　　　持ち物　　鉛筆・消しゴム・水彩絵の具セット・油性黒マジック（太）
　　　参加費（材料費込み）　　B 600 

　3 折り紙＆お絵描きアート　　4 折り紙の浴衣と花火
　　　持ち物　　折り紙・はさみ・UHU（接着剤 B 45）・クレパス・
　　　　　　　　水彩絵の具セット・雑巾　　参加費（紙代込み）　Ｂ 500
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　　　　５デカルコマニー　　6 オリジナルケーキ　　7 ピクニック弁当
　　　持ち物　　はさみ・UHU（接着剤 B 45）・クレパス・水彩絵の具セット・雑巾
　　　参加費（紙代込み）　Ｂ 500

　8 クッキーペインティング　アイシングでクッキー（市販）にお絵かきしましょう♡
　　　持ち物　　エプロン・お手拭き・お持ち帰り用タッパ（大 or 中 2）・筆記用具
　　　参加費（紙代込み）　Ｂ 550

　9 T シャツペインティング　オリジナルデザインの T シャツをペイント♡
　　　持ち物　　水彩画用の筆・雑巾・鉛筆・消しゴム
　　　参加費（紙代込み）　Ｂ 650

　10 新・ 象のオーナメント　　11 新・TukTuk のオーナメント
　着色した卵の殻と布を使ったオーナメントです。タイらしい飾りでお部屋のポイントに。
　　　持ち物　　はさみ・UHU（接着剤）・鉛筆・消しゴム
　　　参加費（材料費込み）　Ｂ 550

　12 新・腹ペコ青虫のコラージュ　みんなの大好きな絵本をテーマに！
　　　持ち物　　はさみ・UHU（接着剤）・鉛筆・消しゴム・水彩絵の具セット
　　　参加費（材料費込み）　Ｂ 500

　13 新・カラー砂絵とモザイク
　　　持ち物　　手芸用ボンド・・鉛筆・消しゴム・
　　　参加費（材料費込み）　Ｂ 550

E. アートくらぶ　子供たちのお絵かき・工作の苦手意識を無くそう
感受性と美的感覚は一生モノ！　大きくなって実生活に活かせる体験を子供達に与えて上げ
ましょう♪　内容は、『色』色遊び（色彩学）・『デ』デザイン画・『絵』お絵描き＆工作・ 

『ク』クラフト（粘土・手芸・工芸）などを週変わりで楽しい企画でお送りします♪
　　リアルクラス　　毎（水）午後 4：00 〜 5：30
　　オンラインクラス　毎 ( 木 )  午後 3：30 〜 4：50　
　　　8/4・5『ク』紙粘土の立体ネームプレート
　　　8/18・19   『デ』点と線 3
　　　8/25・26   『色』 色の水模様からのインスピレーション　
　　　持ち物　　カリキュラム表参照　　
　　　参加費（材料費込み）　6 回コース　　B 3,500　
　　　　　　　トライアル　1 回のみ　B 550（工作は材料費＋）
　　　　　　　　　　　　　事前連絡で延長２回・一時帰国は延長有り。

　
 

Ⅷ . 工芸クラス　対象：［幼］［小］［中］［高］［大人］

A . 陶絵付けに挑戦　焼き付けをしますので、作品のお持ち帰りは１週間後になります。
陶器にオリジナルデザインで絵付けして，世界中で１つしかない作品を作りましょう。
タイの記念に、パパ，ママ、おじいちゃん，おばあちゃんにへのプレゼント♡親子で
チャレンジ！
　1 ベンジャロンの器に挑戦！

　2 オリジナルプレートを描こう！

　3 コーヒーカップ＆ソーサーを描こう！

　3 マグカップを描こう！

　　　持ち物　　水彩画用の細筆・雑巾・鉛筆・消しゴム
　　　参加費（材料費込み）　4 名以上でリクエスト OK ！
　　　　１　子供　Ｂ 900　　　大人　メンバー B 950　　ノンメンバー　B 1000
　　　　２・３・4　子供　Ｂ 800　　大人　メンバー B 850　ノンメンバー　B 900

Ⅸ . クラフトクラブ　対象：［幼］［小］［中］［高］［大人］

A . 山の幸染め　日本では学校教材の紙タイプの染色です。オリジナルデザインに挑戦！
　1 コースター　　2 ハンカチ 　　3 ランチョマット　　4 巾着袋　　4 クッションカバー   

　　　持ち物　　鉛筆・消しゴム・はさみ
　　　参加費（材料費込み） 1.2.3 子供　Ｂ 700　大人  メンバー  750  ノンメンバー  B 800
　　　　　　　  4  子供　Ｂ 800　大人  メンバー  850  ノンメンバー  B 900
　　　　　　　  5  子供　Ｂ 900　大人  メンバー  950  ノンメンバー  B 1000

B．日替わりクラフトにチャレンジ！
　1 カラーステッカーでボトルをデザインしよう！　　　
　　　持ち物　鉛筆・消しゴム・はさみ　　
　　　参加費（材料費込み）　　Ｂ 530　

　2 フェルトコースターを作ろう！

　3 フェルトブックカバーを作ろう！

　4 フェルトフォトフレームを作ろう！
　パパやママのお誕生日プレゼントに！！
　　持ち物　　鉛筆・消しゴム・布が切れるはさみ・接着剤（UHU）
　　参加費（材料費込み）　　2・3  Ｂ 500　　4  Ｂ 600
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　5 クラフトペーパーのペン立てを作ろう！

　6 お洒落なフラワークリップを作ろう !
　　　持ち物　　はさみ・接着剤 UHU・
　　　参加費（材料費込み）　Ｂ 500

X.. 粘土クラス　＊ニスで固めますので、作品のお持ち帰りは１週間後になります。

A. 粘土のオーナメントを作ろう！ 
カワイイ立体画を作りましょう。
海の中、フラワーアートなど

B. ネームプレートを作ろう！
お部屋プレートや表札を作りましょう。デザインを考えてネ！

C. デコネームプレートを作ろう！　にせ生クリームのデコレーションボードをビーズで
キラキラお部屋プレートを作りましょう。デザインを考えて来てネ♡
　　　持ち物　　ビーズを追加

　　　　　　　　D. 貝殻フォトフレームを作ろう！
　　　　　　　　　　貝殻を使ったナチュラルな癒しフレーム

　　　　　　　　E. 蓋つき小物入れを作ろう！
　　　　　ペットボトルの土台に粘土で作る小物入れ。可愛くデコレーション

　　　持ち物　　粘土板・粘土ベラ・手芸用ボンド・雑巾
　　　講習料（材料費込み）　　B 600

F. デコスイーツを作ろう！
　デコクリームと超軽量粘土を使って、可愛いデコグッズを作りましょう！本物そっくりのお菓
子なので、食べないようにネ！　お好みのカリキュラムをお選び下さい。カリキュラム変更可能です。

　1 イチゴパフェと桜のミルフィーユを作ろう！
　2 ロールケーキとイチゴのケーキを作ろう！
　　　持ち物　　粘土板・粘土ベラ・手芸用ボンド・雑巾
　　　講習料（材料費込み）　Ｂ 800

XI. ハーバリウムを作ろう！ 　対象：［幼］［小］［大人］

　大人気のハーバリウムに挑戦 !  流行のモノって子供も作りたいよね。M サイズボトルを作
りましょう！
　　　持ち物　　はさみ・ポケットティッシュ
　　　参加費（材料費込み）　
　　　子供 & 大メンバー　Ｂ 650　　ノンメンバー　B 750

  　
　

＜マンツーマンオンラインプログラミング教室＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　大手 IT 企業サイバーエージェントのプログラミング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スクール Tech Kids School コラボ企画 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　♡無料体験＆面談プレゼント！♡
　　　　　　　　　　　　　　　　　① お子様体験 60 分② 保護者様面談 30 分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まずは無料体験に参加して下さい！
　　　　　　　　　　　　　　　　　幼稚園年長さんから参加 OK ！　QR コードから
オンラインなので、本帰国の方も他国へ移動の方も、どこの国でも継続できます。

SP． 昼休みセットプラン　午前、午後を続けて何かにチャレンジするお子様のための昼
食セットプランです。　事前にお申し込み下さい。
　　　時　　　　毎　午後 12：10 〜 1：00　　昼食＋昼休み
　　　費用　　　１日　A コース　B 120　　　B コース　B 140　
　　　持ち物　　遊び道具（ゲームボーイ等）マンガ　何でも OK!
 

＜お申し込み方法＞　お好みのカリキュラムと日時をお選び頂き、受付（Tel 可）まで、
お子様の氏名・学年・電話番号・携帯番号をご連絡下さい。先着順でご予約承ります。
お支払いは、必ず講習日の１週間前までにお願いします。止むを得ないキャンセルは、講習日
の５日前までにお願い致します。それ以降はキャンセルができません。代理参加は可能です。
よろしくお含みおき下さい。

＜ご注意＞１ 場合により日程変更があったり、人数不足の為開講できない事も有ります。
　　お申し込みは、できるだけお早めにお願いします。日時のご確認をお願いします。
　２ カリキュラムにより持ち物が変わります。お手数ですが毎日チェックしてあげて下さい。
　　絵の具やボンドなどの補充もよろしくお願いします。
　３ クッキングのお持ち帰り用タッパは、底の広めのものをご用意下さい。
　４ 忘れ物が多いです。持ち物には必ずご記名下さい。失くした場合は、忘れ物箱の中をチェッ
　　クお願いします。

＜ボイスホビークラブのお休み＞　特別講習以外は  日・祭日はお休みです。

　8/12（木）は祝日につきお休みです。

＜ボイスモノづくりフェスタ＆子供縁日　延期のお知らせ＞
　感染者が収まらない中、8 月は延期とさせて頂きます。次回は、11 月下旬の予定です。
それまでに平和なバンコクに戻っている事を祈ります。
　　　　　　　　　　　　　　　　
　お問い合わせは、ボイス・ホビ−・クラブ　Tel  ：02-119-7250~1   

　　　営業時間 　月〜金　 8：30 〜 18：00　　土　9：00 〜 16：00

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　


