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　ボイスホビークラブは、『在タイ期間を有意義に』をモットーに 1993 年 1/4 にオー
プンしたカルチャースクールです。お陰様で 8/31（土）の『第 10 回ボイスモノづくりフェ
スタ』は、4 時間で 700 名を超えるお客様に来て頂き、大盛況でした〜♪　　
次回は、11/29（金）、30（土）展示会と兼ねて行います。 
今月も特別企画が盛り沢山！　常設コースの詳細は HP をご覧下さい。 
右横の LINE をご登録頂きますと、旬のお勧め講座のご案内が届きます。
チェックして下さいネ♪ネ️新しく子供エクササイズ、お習字、書き方も♡ 

《特別講習会》
《日本の現場のプロ 3 名、夢の共演♡》どれにするか悩んじゃうけど選んで下さい！

　医療法人の公式検定　発達障害コミュニケーション初級指導者認定講座
　現在 3 歳児検診で、3 割以上のお子さんが『発達障害の疑い』と言われています。大人になってから、
診断される方もおられます。それだけ身近な『発達障害』とは何かを知り、その接し方を理解することによっ
て、人との関わり方も変える事ができます。避けて通れない発達障害の正しい知識を身につけませんか？
1 単位だけの受講も OK です。残りは次回に受講可能です。中学生以上のお子様もご参加頂けます。
今回はスペシャルで、協会代表の小児科医河野先生が『医療部門』、その他を津守慎二先生が担当致します。
　　　時　　9/18（水） 9：30 〜 11：30　第 1 回　発達障害の特性
　　　　　　　　　 11：40 〜 12：50　合同ランチ懇親会（タイ料理、実費）
　　　　　　　　　　1：00 〜  3：30　第 5 回　障害特性と医療　河野先生　
　　　　　　9/19（木） 9：00 〜 11：00　第 2 回　発達障害に対する基本的配慮
　　　　　　　　　 11：10 〜   1：10　第 3 回　障害特性に対する関わり方
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ランチ　希望者は、日系お弁当屋さんに注文　
　　　　　　　　　   2：00 〜   4：00　第 4 回　発達障害に関する基本的な法制度
　　　テキスト代（全員必須）　B 1200　　＊資格申請には、簡単なレポートと認定料 4000 円が必要です。
　　　参加費　　5 講座　　メンバー　B 4000　　ノンメンバー　B 4400
　　　　　　　　3 講座　　メンバー　B 2600　　ノンメンバー　B 2800
　　　　　　　　1 講座　　メンバー　B   900　　ノンメンバー　B 1000　　　持ち物　　筆記用具
 

＜河野政樹先生プロフィール＞　東広島市発達障害専門クリニック、
　自由診療では、がん、アレルギーの心理療法、トラウマケアを行なっている
　虹の子どもクリニック院長、AMWEC 代表理事、日本小児心身医学会代議員、
　第 37 回日本小児心身医学会学術集会大会長、小児科専門医、子どもの心専門医
 

＜津守慎二先生プロフィール＞
　　　　　　　　　　　日本医療福祉教育コミュニケーション協会理事
　　　　　　　　　　　　岡山県指定児童発達支援・放課後デイサービス学習支援レインボー教室代表
 

　小児科医泉先生の発達障害の疑いのお子様がいらっしゃるご家族のためのセミナー
　『お母さん、大丈夫♡』　『発達障害初級指導者認定講座』を受けられた方も、初めての方も OK です。 
　小児科の現場から様々なアドバイスを頂きましょう。日本で大好評のタイ初開講の
セミナーです。この機会をお見逃しなく〜♪懇親会は、事前にお申込み下さい。

＜泉理恵先生プロフィール＞　東広島市の発達障害と子どもの心のケア専門
　「虹の子どもクリニック」副院長新潟大学医学部卒　専門は障害児医療全般、
　漢方医療、カウンセリング、コミュニケーション •NLP マスターカウンセラー、
　発達障害コミュニケーション上級指導者、コミュニケーション検定 1 級　二児の母
　　　時　　9/18（水） 9：30 〜 11：30　　 11：40 〜 12：50 は合同ランチ懇親会（タイ料理、実費）
　　　持ち物　　筆記用具　　　　参加費　　メンバー　B 1000　　ノンメンバー　B 1100

＊カウンセリング　個別に相談されたい方のために。担当　津守先生　
　　　時　　9/18（水）①午後 1：00 〜 1：45　　②午後 2：00 〜 2：45
　　　参加費　　メンバー　B 2500　　ノンメンバー　B 2600

　ルーシーダットン集中講座 　在タイ中の必須課目！　コース開始です！
　ルーシーダットンはご存知ですか？　数年前から日本で人気の『タイ式ヨガ』です。タイ語でルーシー
は仙人、ダッは矯正する、トンは自分という意味になり、タイで古くから伝わる健康運動です。ルーシー
ダットン独自の呼吸法と『セン』を刺激するポーズによって、血液の流れや内臓の働きを改善しますので、
体質改善や健康維持にお勧めです。10 回コースを通して Joy 先生がしっかり指導してくれますので、コー
ス終了後もご自分で継続して練習する事が出来ます。タイ滞在中に本物のルーシーダットンを習得してみ
ませんか。

＊体験クラス　時　② 9/13（金）午前 9：00 〜 10：30
　　コース希望の方は、その日からコース参加も可能ですし、（月）で 1 回振替も OK ！ 
　　   参加費　　メンバー　B 400　　ノンメンバー　B 500

＊初級　9 月コース　午前 9：00 〜 11：30　

　　（金）クラス　9/13・20・27・10/4・11・18・25・11/1・8・15　  11/22 (test) 
　　（月）クラス　9/16・23・30・10/7・21・28・11/4・11・18・25　12/2 (test) 　若干名 
　　　参加費（10 回コース＋テスト料＋修了証）　メンバー　B 9,000　 テキスト　B 400　
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　New Member 説明会　新赴任の方必須！　とってもお得な、無料生活情報セミナー！
　『ボイスホビークラブって、どんな所？』　『何やっているの？』　まだボイスをご存知ない方のために、
毎月 2 回説明会を行っています。講座の内容や新企画のご案内、より良いタイ生活を送る為の病院や薬の
アドバイスなど。タイに来られたばかりの方も、奥様の口コミ情報が一番使えますヨ。参加費は無料。当
日ご入会される方は、入会金が半額の B 200 になります。既にメンバーの方で、まだご参加頂いた事のな
い方もウェルカム！　お取り引き企業様の割引クーポン券も配布中！　ご予約をお願いします。
　　　時　① 9/16    （月）午後 12：30 〜 2：45　　　② 10/10（木）午前 9：30 〜 11：45
　　　　　③ 10/22（火）午後 12：30 〜 2：45　　　④ 11/4    （月）午前 9：30 〜 11：45
　　尚、入会登録をご希望される方は、当日混み合いますので、手続きのため 10 分早くお越し下さいませ。

　日本公式検定 ライフケアカラー・パーソナルカラー検定対策講座　 資格を Get!　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本の各種専門学校や家政大学の授業にも取り入れられて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いる実践で使える公式カラー検定です。年 2 回、日本国内と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同時にボイスホビークラブにて実施。 帰国後就職活動にも使
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えます。OL さん、学生さんにもお勧めです。2 級、3 級は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般常識として日常生活に大変役立ちます。次回は　来年 2
月です。日本には無いボイスオリジナルの対策講座で、在タイ中に公式資格をゲットして帰りましょう！
毎回、優秀な成績で日本国内でも注目されています。まずは、無料説明会にご参加下さい。対策講座は、
開講中です。日程は、別紙をご参照下さい。途中参加も振替で可能です。

　　　検定日時　ライフケアカラー・パーソナルカラー共　2020 年 2/5（水）
　　　　　　　　3 級：午前 9：20 〜 10：20　　2 級：午前 10：50 〜午後 12：10
　　　　　　　　1 級：午後 1：00 〜   2：40　　　申込み締め切り 2020 年 1/6（月）

　無料説明会　パーソナルカラー、ライフケアカラーって何？　在タイ中に使える資格を！
　　自分に役立つ !　家族に役立つ !   社会に役立つ ! 生活を豊かにしてくれる色のこと学んでみませんか？
　　　時　　　③ 9/25（水）午前 10：00 〜 11：30　　　④ 9/25（水）　午後 1：00 〜 2：30

　清水焼・京焼 3 代目窯元加藤邦起先生に学ぶ陶絵付け 
　プロから手ほどき！やはり日本の焼き物は落ち着きますよね。今回はロクロで焼かれた作品に顔料を使っ
て絵付けをしましょう。初めての方も先生がデザインを教えてくれるのでご安心下さい。尚、作品は窯で
焼くため、仕上がりは後日になります。
　　　時　① 9/20（金）午前 9：00 〜 12：00
　　　　　② 9/20（金）午後 1：00 〜 4：00
　　　　　③ 9/26（木）午前 9：00 〜 12：00
　　　　　④ 9/26（木）午後 1：00 〜 4：00
　　　アイテム　　茶碗・湯呑み・小皿から　今回はゴールドの顔料も使用可。
　　　参加費（焼き台込み）　　　メンバー　B 1200 　　ノンメンバー　B 1300

　STR 資格認定講座　人間関係のお悩みズバリ解決 !　在タイ中に資格 GET ！ 
　バンコクで人気上昇中の駐妻のお悩み相談マスター Kyou 先生の資格セミナーです。人間関係が難しい、子供
の気持ちがわからない、夫婦仲が悪い、親友がほしい、自分の生き方がわからない、そんなあなたへお勧
めしたいのがコレ！　STR 全ての講座、お申込み時にご本人の生年月日をお知らせ下さい。23:00 〜 24:00
生まれの方はお知らせ下さい。尚、ボイスで受講された方の再受講は無料です。お早めにご予約下さい。

★日程変更！ STR 入門認定講座　2 時間半で人間関係のお悩みズバリ解決！
　STR って何？　陰陽五行をデータ化したもので、その人の価値観、運勢、バイオリズムを
診ることが出来ます。今回は（土）開催につき、ご夫婦でのご参加もオススメです。
あるいは、会社での上司、同僚、部下との付き合いにも大きなヒントを得られることで
しょう。大切な人の素質、その人との関係を読み解きます。
　　　時　　　9/28（土）午前 9：30 〜 12：00 　今回は、懇親会はありません 
　　　参加費　　メンバー　B 1500　　ノンメンバー　B 1600

★プロ養成基礎講座　あなたもコミュニケーションオフィサーになろう！
　STR を使って、帰国後お仕事にしたい方のための本気コースです。在タイ中に資格をゲット！ 
中国陰陽五行思想の命式を読み解ける人を養成します。家族の素質、価値観、相性、方向性、バイオリズムなど
を使い、仕事として活用しませんか？　このノウハウは、子育てママだけではなく、企業コンサルから人事、婚
活、人間関係全てに使えます。人と絡むのが苦手な方、一緒に学んで克服しましょう！　
　　　時　　　9/23（月）〜 27（金） 午前 8：30 〜午後 3：30
　　　参加費　　メンバー　　　259,200 円（日本の協会への振り込みになります）

★ STR プライベートカウンセリング (30 分）ご家族のお悩み、あなたの進むべき道などズバリ解決し
ます。お申込み時にご本人とご家族の生年月日をお知らせ下さい。23:00 〜 24:00 生まれの方はお知らせ下さい。 
　　　時　　  9/23（月）〜 27（金）午後　① 4：30 〜 5：00　② 5：20 〜 5：50 
　　　参加費　　メンバー　B 1500　　ノンメンバー　B 1600

★個人鑑定サービス開始！　日程が合わない方、ご家族のデータが欲しい方に朗報です！
　鑑定者のお名前、生年月日をお知らせ下さい。23:00 〜 24:00 生まれの方はお知らせ下さい。
　基本鑑定　　メンバー　B 650　　ノンメンバー　B 750　　その他は別紙をご覧下さい。

　プロに聞く、バンコク生活お役立ち講座　人気の格安オススメ企画です♡
★ Vol.12　『アンチエイジングセミナー』　大人気のカリキュラムを再び！
　プロ向け指導者のビューティースタイルの YOSHIKA 先生が分かりやすく教えて下さいます。
　　　時　　9/10（火）午前 9：30 〜 11：00 　要予約 
　　　内容　　⑴ アンチエイジングとは？
　　　　　　　⑵ 肌が老けて見える原因と対処方法
　　　　　　　⑶ 最新美容方法と注目されている化粧品成分 
　　　参加費　　メンバー　B 300　　ノンメンバー　B 400
　　参加者全員に、8/1 Grand open したサロン『Ichirin  イチリン』 
　　B 500 クーポンとボディトリートメント半額（B 1500）をプレゼント！
　　お楽しみに〜♪
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　極上 Dessert を食べたい方に『5 つ星創作 Dessert コースを食べる会』
　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、パテシエ長谷川先生の本気の創作デザート
を食べてみませんか？　目の前でプロがデモンストレーションしながら作る Dessert を頂きながら、ラン
チコースを召し上がれ〜♪　何と贅沢なコースでしょう！毎回最後まで考えながら作って下さるので、　　
何が出てくるかはお楽しみに〜♪　
　　　持ち物　　筆記用具　　
　　　時　　Vol.5 秋の味覚スペシャル　9/17（火）午前 10：00 〜午後 1：00
　　　メニュー　　さつまいものモンブラン・かぼちゃのスコーン（卵・バター不使用）
　　　　　　　　　さつまいもとかぼちゃのクリームソースグラタン

　　　時　　Vol.3 長谷川さんの自信作！　パフェ＆パンケーキを再び〜♪
　　　　　　　9/26（木）午前 10：00 〜午後 1：00
　　　メニュー　　ゴルゴンゾーラチーズクリームとトマトバジルシャーベット・
　　　　　　　　　（チーズとトマトジュレのコンビネーションは、他では味わえません）
　　　　　　　　　野菜とソーゼージのパンケーキ（お子様にも栄養満点 !）
　　　　　　　　　ヨーグルトパンナコッタとベリーのパフェ（味の深さが嬉しいパフェ）
　　　持ち物　　筆記用具　　　　定員　　毎回 10 名のみ　　　　　　
　　　参加費　　メンバー　B　1000　　ノンメンバー　B 1100　　　　

　プリザーブドフラワー講師認定コース　あなたも在タイ中に手に職を！
　趣味でお花を楽しみたい方、資格取得をして講師になりたい方、作品を販売したい方など、叶えたい思
いに沿ったコースやレッスンをご提案します。まずは体験レッスンをお試し下さい。 
＊ Flower Petal Art　プリザーブドフラワーの花びらを、絵の具を塗り重ねるように形作り、作品を仕
上げます。ワイヤーやフローラルテープを使用しないので簡単です。生徒さんも各種コンテストで様々な
賞を獲得し、既に講師資格を取られたボイス卒業生も日本で活躍中！
　　　時　　9/30（月）〜 10/7（月）
　　　カリキュラム　全 13 回（基礎 10 回＋ FUN ＋卒業制作＋テスト）

＊プリザーブドフラワーアレンジメント　　プリザーブドフラワーの扱い方、
アレンジメント、ブーケ、コサージュの基本デザインやワイヤリングの基本を学びます。
カリキュラム　全 20 回（テストを含む）1 講座 2 時間半。

　体験クラス　期間内お好きな日時をお選び下さい。 

　A バラのオーナメント　　B バラのリース　　所要時間　　2 時間　
　　　参加費　　メンバー　B　1200　ノンメンバー　B 1300

《特別講習会の予告》
　Yildiz 先生のベリーダンス　　ベリーダンスの体験しませんか？
　初心者から経験者、親子クラスまで。講師は、Altin Studio 主催の Yildiz 先生。
レッスンは動きだけでなく、内面からもアプローチ。お楽しみに〜♪　
　　　　時　　10 月半ば　　お楽しみに〜 ネ️
 

　アンガーマネジメント講座　イライラしがちな私を変える気持ちのコントロール法
 　仲間とのコミュニケーションが上手く取れない、ついカッとなってしまって、人や物にあたり自 己嫌悪、 こ
んな経験はありませんか ? マニュアル通りにいかない夫や子供とのコミュニケーショ ン。自分自身の怒りを理
解し、ポジティブなものへ変換させ、自分の周りの人間関係に良い環境を 生み出します。妻として、母として、
受講生の皆様が感じるイライラを仲間と共有しながら、アンガー マネジメントへの理解を深めます。あなたも
体験してみませんか ?
   講師 日本アンガーマネジメント協会認定 トレーニングプロフェッショナル（昇格しました） 
◆入門講座　アンガーマネジネントとは？　怒りとは？　私たちを怒らせるものの「正体」
       問題となる 4 つの怒り  アンガーマネジメント 3 つの暗号  怒りの性質とは
　　　時　　9/11（水）午前 9：00 〜 10：30
　　　参加費　メンバー　B 1000　ノンメンバー　B 1100

◆叱り方入門講座　コミュニケーションに苦手意識のある方はぜひご受講下さい。
　　　時　　9/11（水）午前 11：00 〜 12：30
　　　参加費　　メンバー　B 1000　ノンメンバー　B 1100

◆応用講座　　　時　 9 月開講予定 午前 9：30 〜 12：30　 21 日かけて実践していきます。
　　　参加費　　メンバー B 3500　　ノンメンバー　B 3700

◆キッズインストラクター養成講座　在タイ中に資格を Get ！　身近なお子様達にアンガーマネージメ
ントを伝える人になりませんか？
　　　時　　9/12（木）　午前 9：00 〜午後 1：30　途中休憩あり
　　　参加費　　メンバー B 7000　　ノンメンバー B 7300　協会認定料　B 3500 　講師が協会に。
 
　ソンポート先生の水彩画　1993 年から不動の人気！　在タイ中に絵心を！
　FACE Vol.20 の表紙のソンポート先生の絵は、ご覧になりましたか？　
ぜひ、タイの水彩画界 No.1 の実力を目の前で見て、学んで下さい。

　　水彩画Ⅰ　時    日程変更　9/13  （金）午前  10：00 〜午後 1：00
　      参加費　10 回コース　B 5800         材料費　 約 B 4000 

　　水彩画Ⅱ　  対象はコ−スⅠ終了者　   
　　　　参加費　 6  回　B 2700　（有効期間 3 ヶ月）　
　　　　　　　　12 回　B 4900  （有効期間 5 カ月）

　Madamy の『 和食の基礎』　今更聞けない和食の作り方、こっそり習おう！
　FACE のヤマモリさんのクッキングレシピを書いてくれている Madamy のスペシャルクラス。
　　　メニュー　和風ハンバーグ・大根の味噌汁・きんぴらごぼう・冷奴・
　　　　　　　　揚げカリフラワーの酢の物
　　　時　　① 9/10（火）午前 9：30 〜 12：00　　　② 9/10（火）午後 1：00 〜 3：30
　　　持ち物　　　エプロン・お手拭き・筆記用具
　　　参加費（材料費込み）　　メンバー　B 950　 　ノンメンバー　B 1050
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　ステンドグラス★スペシャル　年に 2 〜 3 回だけの特別クラス！　お見逃しなく！
　次回のテーマは『クリスマス＆お正月』オーナメントが帰られ、年中使えるリースはとっても便利！　
ステンドグラスでロマンティックなクリスマスを〜♪　２時間半のちょっとだけコース。５時間の入門コー
ス、経験者のためのブラッシュアップコース等。お好みのコースをお選び下さい。講師は、松井ステンド主宰、
松井高広先生です。詳細は、別紙をご覧下さい。
　　　時　　 11/22（金）〜 27（水）午前 9：00 〜・午後 1：00 〜 6：00　　（日）休み

《お子様向けクラス》　9 月の新クラスのお知らせ
　新・サイ先生＆エム先生の We'll go キッズエクササイズ　お早めに〜♪
　歩く、走る、跳ぶなどの運動における基本動作から、バランス感覚やリズム
感覚を養うような動きを取り入れ、カラダの土台作りを行います。
また、ボールやフープ、縄跳び、マットを利用し、楽しくカラダを動かして
いきます。只今、以前のように『支援クラス』を開講するか、検討中。
ご興味のある方は受付まで。

　＊講師　サイ先生 ( 日本人 )　指導歴 12 年。バンコクの日系幼稚園にて体操や水泳指導に携り、2019 年
より健康コンサルティング事業として出張パーソナルトレーニングを実施中。子供から大人まで誰もが楽し
く体を動かすことがモットー。幼児体操資格、パーソナルトレーニング資格有。
　＊講師 エム ( タイ人 ) 先生　タイ語、日本語、英語が話せるトリリンガルの 23 歳。日本語検定 2 級。
スポーツ全般得意で、水泳やバスケ指導経験が有り、子供体操やパーソナルトレーニング実施中。若さとパ
ワーで元気いっぱいに指導。
　　　時　　　9/10（火）スタート！　 午後  4：00 〜 4：45　
　　　対象　　　4 〜 8 歳　   　  服装　　動きやすいもの　　　　持ち物　　室内用運動靴・飲み物
　　　参加費　　8回コース　B 3600　  一時帰国の場合は延長OK。　8回中1回だけ延長可（要事前連絡）

　書き方クラブ　　昨年まで担当の講師がカンバック！
　　　時　　　（木）クラス 9/12 スタート　 午後  4：00 〜 5：00　
　　　対象　　　幼稚園年長さん〜小学 6 年生　     定員　　10 名   　詳細は、P10 をご覧下さい。

　お習字クラブ　　夏休み子供スペシャル担当の先生です。
　　　時　　　（月）クラス　9/16 スタート　4：00 〜 5：30（硬筆も OK）
　　　　　　 （金）クラス　9/6   スタート　4：00 〜 5：30   の間の１時間　　　　　　　
　　　対象　　　幼稚園年長さん〜小学 6 年生　　 定員    各クラス 8 名   　詳細は、P10 をご覧下さい。 

　ロボットプログラミング＆電子工作の予告！　『文科省指定教材について無料説明会』
　『マイクロビット体験会』実施！ 2020 年より小学校のプログラミング教育必修化決定した事はご存
知ですね？　後もう少しで始まります。準備は良いですか？　何事も経験値が大切です。楽しみながら先
取りできる体験の機会をお子様に与えて上げて下さい。夏休みを逃した方、チャンスです！　講師は、現
役日本の IT プロと言う贅沢な講座です。かみつきティラノや ITC も開講。詳細はしばらくお待ち下さい。
　　　説明会　　11/22（金） 　　体験会　　11/22（金） ・23（土）・24（日）
　　　その次は、『冬休み子供スペシャル』で行います。

《常設講座 》　講座の詳細は、FACE あるいは HP をご参照下さい。　
＊＊＊語学を磨こう！＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　使えるタイ語講座
＊会話初級コース　　週 2 回　全 20 回コース
　　　時　　① 週 2 コース　9/18 （水）スタート（水・金）　午後 3：00 〜 4：30
　　　　　　② 週 2 コース　9/25 （水）スタート（水・金）　午後 1：00 〜 2：30
　　　　　　③ 週 1 コース　（火）午後 3：15 〜 4：45　
　　　　　　　　その他の曜日・（土）・平日の夜間クラス　募集中 !　
　　　参加費　　20 回コース（90 分 ）　 メンバー　B 7,000　   
　　　教材費　　『タイ語の覚え方・使い方 Book 』    B 600　　

＊タイ文字初級コース　　週 2 回　全 20 回コース　　
　　　時　　　週 1 コース　　お問い合わせ下さい
　　　参加費　　20 回コース（90 分 ）　 メンバー　B 7,000　　　定員　　3 名
　　　教材費　　『タイ文字教室』　メンバー価格　B 750　　

＊プライベート会話・タイ文字初級コース　　週 1~2 回　全 10 回コース
　　　時　　　　日程は、受付にてご相談下さい。
　　　参加費　　10 回コース（60 分）　メンバー　B 6,600　（セミプライベート 2 名　90 分 X10 回） 
　　　教材費　　『タイ語の覚え方・使い方 Book 』　B 600　　『タイ文字教室』メンバー価格　B 750　

＊旅行者の為のプライベートタイ語教室
　　　時　　　お問い合わせ下さい
　　　参加費（教材費込み）　　1 回（1 時間）　 メンバー　B 700　　ノンメンバー　B 800

　新・大人のフォニックス
　英語が上手な人の特徴の一つは、「きれいな発音」です。一つ一つの音をどのようにして出すのか、基礎
から発音を学びませんか？ご自身の英語の発音を矯正されたい方にオススメです！お子様だけでなく、お
母様もぜひフォニックスを身に付けて下さいね。

　★無料説明会　9/10（火）午前 9：00 〜 10：00
　　　時　　9/17( 火 ) スタート　　毎 ( 火 ) 9：00 〜 10：30　全 8 回
　　　参加費（教材費込み）　　メンバー　B 6500

　使える英語講座　　在タイ中に使える会話力を身に付けよう！　新期募集中！
A. シーン別会話表現コースⅠ使えるフレーズを覚えましょう！　3 名〜
　　　時　　①週 1 コース（90 分）　9/11（水）スタート 午前  9：00 〜 10：30
　　　　　　②週 1 コース（90 分）　9/19（木）スタート 午前  9：15 〜 10：45
　　　　　　③お問い合わせ下さい
　　　参加費　　グループ 8 回コース（1.5 時間）　メンバー　B 4,000
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B. 新・English カフェ♡（ビギナーレベル）リクエストにお応えして、英会話を楽しむクラスを
スタート！　日頃の生活での出来事や体験をクラスメイトに自由に英語でシェアしながら英語を上達させ
ていきましょう♪「こんな時は何て言えばいいんだろう？」という表現は、先生に教えてもらいながら、
気軽に会話を楽しみましょう！
　　　時　　9/19( 木 ) スタート　毎 ( 木 ) 11：15 〜 12：45　　　　　持ち物　　筆記用具　
　　　参加費　　メンバー　5 回チケット（有効期限 2 ヶ月）　B 2,500　　　　　定員　8 名

　Achieve English Gym　〜本当に英語力を変えたい方のための英語ジム〜
★大人のためのコース　途中参加も OK です。 10 回コース
　　　時　①中学文法復習コース（前編）9/11（水）より午後 1：00 〜 2：00 
　　　　　②中学文法復習コース（後編）9/10（火）より午前 1：00 〜 2：00
　　　　　③英検 2 級レベルマスターコース　10/9（水）より午後 1：00 〜 2：00
　　　　　④ TOEIC 対策コース 　　　　9/13（金）より午後 12：45 〜 1：45
　　　　　⑤英検準 3 級＆準 2 級マスターコース　お問い合わせ下さい
　　　参加費　　10 回コース　　メンバー　B 6,500

　新 Step Up ★ English（日常編）　苦手意識克服！アウトプットの特訓をするクラスです！
　英語もスポーツや数学の問題と同じで、どれだけ沢山知識だけを入れても、練習をしなければ上達しま
せん。しかし、一人で練習をしても、発音や文法が正しいかどうかわかりませんよね。そこで、様々な練
習法やアクティビティーを組み合わせて、アウトプットの特訓をしながら英語に対する苦手を克服し、英
語に自信をつけるためのクラスを新設しました★シーン別・テーマ別英語表現や文法
クラスを受講済みの方にオススメです♪この機会に、一歩踏み出してみませんか？ ネ️
　・姿勢・発声・発音・スピーチ・会話の練習　
　・ニュースやその他動画、名言、名曲を取り入れた学習
　・思ったことを瞬時に言う練習　・自分の意見をしっかり述べる練習
　・様々なアクティビティーで楽しく♪　・最終回には練習の成果を Speech 発表会で披露★
　え？スピーチ？と思われた方もご安心下さい ^^ アメリカの大学で TESOL 英語講師養成資格講座を
　修了した講師がしっかりサポートします！
　　　時　　Step 1（初めての方）10/4 スタート　毎（金）午前 10：30 〜 12：00　　
　　　　　　　　　　10/4・11・18・25・1/24・31・2/    ・　　全 8 回

　　★無料説明会 　　9/23（月）午前 11：00 〜 12：00
　　　持ち物　　筆記用具　　　参加費（テキスト込）　8 回コース　メンバー　B 5,800 

　バンコク発セブ語学留学　2020 年の日本の教育改革、知ってますか？
　英語力を伸ばしたい大人の方にもお子様にも、一度は経験してみて頂きたいのが
プチ留学。何故セブか？　アメリカ、カナダ、イギリスの半額で授業数が２倍だから。
その内半分が個人授業と言うお得さ！　長期休みに家族旅行で行くのもオススメ！
パパ、ママは夫々のレベルで、学び、お子様はキッズコースやベビーシッターも付き。
週末は、海沿いのリゾートホテルに〜♪　カスタマイズの旅を演出しませんか？
個人で行くよりエージェントを通した方が安くなるって、ご存知でした？
詳細は、こちらで〜♪

＊＊＊お料理上手に♡＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　タイ料理　在タイ必須課目 No. 1 !　帰国後、役に立ちますヨ！
　時　（水） 午前クラス   9：30 〜 12：00　 
　　9/11　A-3 魚のナムプリックカピ・エビの春雨の香草蒸し・エビの卵焼き入り酸味スープ
　　9/18　A-4  鶏肉のココナッツミルクスープ・豚肩ロースの直火焼き・なすびのサラダ
　　9/25　A-5  豚肉のバジル炒め・タイ風エビのスープ・タイ風３色お汁粉
　　10/2　A-6 あぶり豚肉のサラダ ・タイ風鶏肉のグリル・パパイヤサラダ
　　10/9　A-7 タイ風野菜スープ・シーフードの蒸し物・ザボンのサラダ
　　10/16  A-8 シーフードのカレー炒め・豚肉の甘辛サラダ・卵の豚挽き肉団子包み
　　10/30   B-1 鶏肉ご飯・冬瓜のスープ・魚のさつま揚げ
　　11/6 　B-2  鶏肉のココナツカレー・春雨のサラダ・くわいのココナツミルク

　　　（水）午後 クラス 1：00 〜  3：30 　 
　　9/11　B-3 タイ風サラダご飯・鶏肉のパンダンの葉包み揚げ・緑豆のココナツミルクがけ
　　9/18　B-4  タイ風焼きそば・豚肉のマナオ風味・ライ麦とカボチャの甘煮
　　9/25　B-5  豚肉のあんかけ太麺・肉団子のそば巻き揚げ・タロイモのココナツミルク　　

　　10/2　B-6 豚肉のカレーヌードル・鶏肉とカシューナッツの炒め物・エビとレモングラスのサラダ
　　10/9　B-7 焼き豚肉のレッドカレー・茹で卵揚げの酸味ソースがけ・四角豆のサラダ
　　10/16  B-8 焼き豚肉のせご飯・空心菜の炒め物・豆乳ミルクプリン
　　10/30  A-1 グリーンカレー・揚げ春巻き・ タイ風イカのサラダ 　　　10/23 は祭日につきお休み
　　11/6    A-2 パイナップルの炒飯・エビのすり身揚げ・豚肉のスープ

　　　持ち物　　エプロン・お手拭き・筆記用具・カメラ　　　　
　　　参加費（3 品材料費込み）　 ８回コース　　B 5400　　4 回チケット　 B 2800   　 　
　　　　　　　　　　　　　　　　1 回 メンバー　B 750 　　ノンメンバー　B 850

　 特別プロモーション！　８回を 2 コースまとめてお支払いで 10％ off ！

　＊プライベートクラス　取り合わせの良い 3 品をセレクト！　
　　　参加費（材料費込み）1 名 B3500  2 名 B1800/ 人　3 名 B1200/ 人　4 名以上 B950/ 人 

　幻のパンコース　カオサンの城戸先生がもうすぐカンバック〜！　
　しばらくお休みしていましたが、9 月頃から再開の見込みです。お楽しみに〜♪
　以前、バンコクでパン屋さんを開店する時には、必ずチェックすると言われているカオサンの老舗パン
屋さん『こんにちパン』。この城戸オーナーが自ら教えてくれる特別企画！　日本の有名パンブランドで修
行を積んだホンモノです。パンを焼いている待ち時間にお菓子も作っちゃう。そして先生の手作りパンの
試食も有りと、至れり尽くせり♡　これは見逃せませんよ〜♪　
　　　時　　少々お待ち下さい
　　　持ち物　　筆記用具・エプロン・お手拭き・お持ち帰り用のタッパも　
　　　参加費（材料費込み） 　　メンバー　B 1000　   ノンメンバー　B  1100
　　＊焼きたてパンの販売も再開しますので、お待ち下さい
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　人気パン屋さんの味ネ️しろくま屋パン教室　食べたいパンをリクエスト OK ！
　閉店を惜しまれたパン屋さん『イルレ』の加藤新先生が『ShirokumayaCAFE』に移籍。5 月よりボイ
スのパン作りの先生に決定 !　プロに様々なパン作りのコツを学びましょう。　月 1 回開催予定。
　　　時　　　　9 月はお休みです。店舗でのパン販売が始まる予定です。10 月再開か？　
　　　持ち物　　筆記用具・エプロン・お手拭き・お持ち帰り用のタッパも　
　　　参加費（材料費込み） 　　メンバー　B 900　   ノンメンバー　B  1000

　マダミーの簡単お料理教室　簡単で美味しく、見栄えの良いお料理教室♡
　Vol. 1　 簡 単 お も て な し 料 理　Vol. 2　 世 界 の 味 め ぐ り　Vol. 3　 和 食 の 基 礎　　　 
　リクエスト制です。お好きなカリキュラムをご都合の良い日程で。3 名より開講します。
　　　時　　午前 9：30 〜 12：00　　午後 1：00 〜 2：30
　　　参加費（材料費込み）　メンバー　B 950　ノンメンバー　B 1050　　　定員　3 〜 10 名

＊＊＊タイを極める！＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　フル−ツカ−ビングコ−ス　　タイの生きた工芸を学び、手に職を〜 !

《 コースの種類と内容》　 体験→基礎→応用→プロまで、幅広く開講！
 ★トライアルコース　（月）〜（金）午前 9：30 〜 11：30・午後 1：00 〜 3：00
　＊初心者向き 1　　可愛いりんご　　ご相談下さい。 
　　　参加費（材料費込み）　メンバー＆お子様　B 500　ノンメンバー　 B 600 　
　＊初心者向き 2　パイナップル・スイカのバスケット・石鹸
　＊経験者向き　受付でカリキュラム、レベルを相談して下さい。 
　　　参加費（材料費込み）　常設レッスン　メンバー  B 650   ノンメンバー  B 750
　　　　　　                       特別レッスン   メンバー  B 750   ノンメンバー  B 800

＊初級コース　　　時　　週１回　（月・火・水・木・金）いつからでも OK ！
　　　　　　午前 9：15 〜 11：45・午後 13：00 〜 15：30　
　　参加費　　コースⅠ〜Ⅳ（材料費込み）　10 回コース　B 5000　テキスト代　各 B 90 
　　　　　　　★コースⅠ半分だけコース（材料費込み）　5 回コース　B 2900　
 　コースⅤ〜ソープデザインコース（材料費込み）　10 回コース　B 5200 

＊プロモーション  2 コースお申し込みで 10％、3 コースで 15％割引！ 

　＊本帰国間近・海外から受講の方は、特別プログラムを組んでいます。
　ご相談下さい。　終了証あり

　　日本では、ボイスホビークラブ卒業生の組織　ボイスカービングアカデミー
　   https://www.facebook.com/voicecarvingacademy/

　エム先生の古典ナイフテクニカルコース　最新テクニックを学ぼう！
　　　時　　　 （月）〜（金）午前 9：15 〜 12：00・午後 1：00 〜  4 ：00
　　　参加費（材料費を含む） 　10 回コース　メンバー　B 7000　（有効期限 3 ヶ月）
　　　                                    1 回　　　　 メンバー　B  800　ノンメンバー　B 1000
 　　　　　　　　プライベート　1 名　B 3500　　2 名　B 2000　

　ソープカービング・アレンジメントコース　講師を目指しませんか？
　　　時　　　 新メンバー募集中！　お問い合わせ下さい
　　　参加費 　5 回　メンバー B 3200　　 1 回　メンバー B 700　 ノンメンバー B 800

　バティック　布の水彩画！在タイ記念にオリジナル作品を作りましょう！
　　　時　　　毎（月）午後  12：45 〜午後 3：45   
　　　参加費　  　5 回   B 2500　（5 回毎の更新です）　　　   材料費　 約 B 2000　

＊半日体験　参加費　メンバ−　 B 600　ノンメンバ− 　B 700　子供   B 350
　　　　　　  材料費　B 350

　タイクラフト体感コース　タイ大好きな方、お待たせしました〜♪

　　　カリキュラム　① バイトーン（生）　② ポアンマライ（生）お問い合わせ下さい
　　　参加費（材料費込み）　 1 回　　メンバー　B 800　ノンメンバー　B 900
　　　　　　　　　　　　　プライベート　お一人　B 2400　　お二人　B 1400/ 人

＊＊＊アート＆クラフト＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　ソンポート先生の水彩画　1993 年から不動の人気！　在タイ中に絵心を！
　　水彩画Ⅰ　時    日程変更　9/13  （金）午前  10：00 〜午後 1：00
　      参加費　10 回コース　B 5800         材料費　 約 B 4000 

　　水彩画Ⅱ　  対象はコ−スⅠ終了者　   
　　　　参加費　 6  回　B 2700　（有効期間 3 ヶ月）　
　　　　　　　　12 回　B 4900  （有効期間 5 カ月）

　パーチメントクラフト世界共通講師資格講座　あなたも世界講師に！
　　　時　　お問い合わせ下さい　午前 9：00 〜 12：00　午後 1：00 〜 4：00
　　　カリキュラム　 初級９講座・中級８講座・上級８講座・提出課題 9 講座  計 34 回　
　　　参加費　　初級（9 回）B 5400      中級（８回）Ｂ 5000　上級（８回）B 5000       
　　　　　　　   提出課題 B 7500　　★新しく簡単 5 回コース、間も無くスタート！
　　　材料費   　初級  B 9500~  中級  B 7600~  上級  B 7800~　提出課題コース B4200~ 

＊簡単入門コース　ちょっと軽めの新 5 回コース。途中から入門クラスに変更可！
　　　参加費（5 回）B 3000     　　材料費　　　約Ｂ 5000　    

＊体験クラス　素敵なグッズを作ってみませんか？　サンプルは、ショップで。
　　　参加費（紙代は含む）　メンバー B  600　 ノンメンバー　B  650 （フレーム・付属代別）

　アートクレイシルバー・銀粘土コース　在タイ中に銀技能士資格をゲット！

　基礎・応用合わせて 12 作品　日本のインストラクター審査課題 3 作品
　　　時　　　毎（木）午前  9：30 〜 12：00 　午後  1：00 〜 3：30　　　
　　　参加費（焼成・設備費を含む）　６回　B 5400  　　
　　　道具代（基礎用）　　約 B 6000　　材料費（６作品）　約 B5200 
＊体験講座　オリジナルリング、ペンダントトップ　お好きなデザインで〜♪
　　　参加費（材料費込み）　　メンバー　B 1,600       ノンメンバー　Ｂ 1,700　
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　ミニチュア粘土細工コース　レベルの高さ、侮れません！　
　　　時　　 （月）毎週  午前 9：30 〜 12：00    　（水）隔週  午前 9：30 〜 12：00      
　　　参加費　 　  6 回　Ｂ 3000 （6 回毎の更新です）    　  材料費 　　約 B 1500  

　ミニチュアパンフラワークラス　タイの記念に如何がですか？
　　　時　 （月）毎週  午前 9：30 〜 12：00 　（水）隔週  午前 9：30 〜 12：00
　　　参加費　　６回　B 3000  （6 回毎の更新です）        材料費 　約 B 1000

　ポーセラーツ　　シール感覚で転写紙を切り貼りする陶絵付け♪
　　　時　　お問い合わせ下さい
♦ご両親様への一時帰国のお土産に如何ですか？
お子さんから、敬老の日にイニシャルを入れてプレゼントされるのも良いかも〜♪
　　　時　　9/17（火） 午前 9：00 〜 11：00
　　　アイテム　　茶碗・湯呑み・マグカップ　デザインは、古九谷風や唐子柄、ヨーロピアンなど豊富！
　　　時間内に２個制作もできますよ♪　申し込みの際に、ご希望陶器名と個数をごお知らせ下さい。
    　　 参加費（材料費込み）　メンバー　１作　B 880
　　　             　ノンメンバー　　B 980　中学生まで　B780
　　            　　２つ目の作品は、材料費 B350 追加になります。

♦フリープラン講習会　お好きなアイテムをお好きなデザインで〜♪
　　　参加費　　メンバー　B 600　ノンメンバー　B 700　
　　　材料費（焼成代込み）１作 B200 〜 1000 〜　陶器とデザインにより。

　誰でも描けるイラスト入門講座　　プロのイラストレーターから学ぼう！
　絵が描けないと思い込んでいる人、全員集合！ちょこっと描けると便利です。
　　　時　　　お問い合わせ下さい
　　　参加費（材料費込み）　メンバー　B 550　ノンメンバー　B 650

　簡単絵付け・ベンジャロンの器＆絵皿にチャレンジ！
　　　時　　　　 午前  9：30 〜 12：00　午後 1：00 〜 3：30　日程はご相談下さい
　　　参加費　　大人　メンバー B400　　ノンメンバー B450　　
　　　材料費　　ベンジャロン　Ｂ 550　　お皿　Ｂ 450　　マグカップ　Ｂ 400

　アクセサリー♡ラボ　初心者のためのアクセサリー作りクラブ 
　パーソナルカラーの講師が、あなたの似合う色を選びながら作るアクセサリーは、あなたのチャームポ
イントを Up ！ 

＊体験講座　『乙女のプチ可愛いピアス（イヤリング）作り』2 セット
　　　時　　　① 9/23（月）　②その他ご都合の良い日程でお申し込み下さい。 
　　　　　　　　午前 10：00 〜 12：30・午後 1：00 〜 3：30　
　　　参加費（材料費込み）　メンバー　 B 880　ノンメンバー 　B 980　　2 名で開講

＊アドバンスクラスは、３名以上で開講します。日時は、ご相談下さい。

　ハーバリウムを作ろう！　あなたの好きな色で癒されましょう♡ By Noriko

　　　時　　3 名様よりリクエスト OK ！　
　　　参加費（材料費込み） 　A・電球　メンバー B850　ノンメンバー B950 
 　　　　B 2 本・D 3 本　　　　　　　　メンバー B700　ノンメンバー B800 

　シャド−Ｂｏｘ講習会　お好きなカードをお選び下さい。 
　　　時　　 毎（水）ほか　午前  9：30 〜 12：00・午後  1：00 〜  3 ：30
　　　講習料　　メンバー　B 450 　ノンメンバー　B 550　材料費　実費  

　レジンクラフト　大流行のレジンクラフト、チャレンジしませんか？
　　　時　　お問い合わせ下さい　午前クラス 9：30 〜 12：00・午後 1：00 〜 3：30
　　　参加費　1 回　メンバー　B 450  　ノンメンバー  B 550　　材料費　①　B 550　　②　B 450

＊＊＊フラワー＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　生け花サロン　お部屋にお花を飾りましょう♡　おトクで 贅沢な 生け花レッスン！
　　　時　 隔週（木）午前 9：30 〜 12：00   午後 1：30 〜  4 ：00
　　　　　　9/19・10/3・17・11/7・28（展示会生け込み）・12/12・19 
　　　参加費（材料費込み）　4 回チケット（有効期限 3 ヶ月）　B  5900     
　　　　　　　　　　　　　 ノンメンバーの方はご入会下さい

＊半日体験トライアル　参加費（材料費込み）　B 1500　＊お道具はお貸しします。

　プリザーブドフラワー講師認定コース　あなたも在タイ中に手に職を！
＊ Flower Petal Art　プリザーブドフラワーの花びらを使って、絵を描く感覚でオブジェ。
この２つの講座は、日本から講師が参ります。体験クラスは、在タイ講師が担当です。
　　　時　　9/30（月）〜 10/7（月）
　　　カリキュラム　全 13 回（基礎 10 回＋ FUN ＋卒業制作＋テスト）
　　　　＊体験クラス　随時

＊プリザーブドフラワーアレンジメント　カリキュラム　全 20 回（テストを含む）

　クリスタルフラワ−コ−ス　素敵なお花を飾りましょう！

＊体験クラス　A リース（クレマチス・ポインセチア） 
　B  コサージュ（カトレア・バラ）他　 
　C リース（お正月用椿・クリスマス）、バラのミニアレンジ
　　時　 　（月・火・木・金）午前  9：00 〜 12：00　午後 1：00 〜 4：00
　　　参加費　　メンバー　 B450 　ノンメンバー 　B550
　　　材料費　A  B480　B.C.  B550
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＊＊＊文化・教養＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　女子力 Up!　浴衣の着付け基礎コース
　　　時　  ご都合の良い日程３回で申し込んで下さい。1 名でも開講です。
　　　　　　①　（水）午後 1：00 〜 3：00　②　（木）午前 9：30 〜 11：30
　　　　　　③　（金）午後 1：00 〜 3：00　④　（土）午前 9：30 〜 11：30　募集中！
　　　参加費（3 回コース）　メンバーＢ 1800　 ノンメンバー B 2000　

　和裁クラブ　タイや近辺諸国の布やシルクでで浴衣、着物、帯を縫いませんか？
　　　時　①  （水）午前 9：00 〜 12：00　　　②（木）午後 1：00 〜 4：00 　
　　　　　③（金）午前 9：00 〜 12：00
　　　　　④ 隔週（土）　午後 12：30 〜 3：30 　日程は、お尋ね下さい
　　　参加費　5 回チケット（有効期限 2 ヶ月）　メンバー　B 2500 ノンメンバー  B  2700 

　私を知る算命学　　東洋の考え方・陰陽五行で自分を占ってみよう！
　陰陽五行に興味のある方、占いに興味のある方、東洋の英知を体験しに来ませんか？
物事や人を一瞬に看破する算命学は、お仕事にも役に立ちます。本格的にしっかり学び、
隠れたキャリアとして身につけて下さい。

★新暮らしに役立つ算命学「子育て法」陰陽五行でお子さんの「本質」を
見ていき、育て方のコツを知るクラスです。10 歳までに本質を確立することで、
本人が自信をもって生きていく土台となります。
　　　時　　① 9/20（金） 午前  10：00 〜 11：30　　　② 9/20（金） 午後 1：00 〜  2：30　　
　　　持ち物　　筆記用具　　参加費　　メンバー　B 1450　　ノンメンバー　B 1550

★私を知る算命学入門クラス　算命学の基礎を学ぼう。有名人の生年月日を使い、陰陽の仕組みや、
暮らしに役立つ運命の仕組みをお話ししています。命式をご自分で出してみましょう。
　　　時　　③ 9/25（水）午前 10：00 〜 11：30　　 　④ 9/25（水）午後 1：00 〜  2：30 
　　　持ち物　　筆記用具　　参加費　　メンバー　B 1450　　ノンメンバー　B 1550

★勉強コース　自分で勉強したい方向き。具体的に自然界の真理探究と占技を気長に勉強！
＜初級＞　2 回コース X3  初級Ⅰ - 1・2 だけの受講も OK!　自分や家族を分析、解明しながら、陰陽
五行の考え方を身につけます。自然の一部である自分のことも、冷静に見詰め直すことができ、自分を取
り巻く環境や身の回りに起こる変化の意味も深いところでキャッチできるようにもなります。
　　　Ⅰ - 1・2　10/3　　Ⅱ - 1・2　10/17　　Ⅲ - 1・2　10/31　（水）午前 9：00 〜午後 2：00

＜中級＞「自然の仕組みを知る」2 回コース　より大きく深く東洋思想に踏み込んでいきます。
　　　Ⅳ - 3・4　　① 9/9（月）午前 9：30 〜午後 2：30　② 9/23（月）午前 9：00 〜午後 2：00
　　　Ⅴ - 1・2　　　9/30（月）午前 9：00 〜午後 2：00　
　　　参加費（1 コース）　　メンバー　B 2900　 　 ノンメンバー　B 3100

★鑑定コース　先生に見てもらいたいと思った方向き。個人からご家族まで鑑定します。
　　参加費　A. ご本人コース（60 分）　　メンバー　B 2000　  ノンメンバー　B 2100
　　　　　　B. ご家族コース（60 〜 90 分 )　　ご本人　メンバー　B 2000　ノンメンバー　B 2100
　　　　　　　　ご主人様、15 歳以上のお子様　B 1000/ 人　  15 歳以下のお子様　B 500/ 人

＊＊＊カラー＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
　日本公式検定 ライフケアカラー・パーソナルカラー検定対策講座　　　
　　　検定日時　ライフケアカラー・パーソナルカラー共　
　　　　2020 年 2/5（水）　3 級：午前 9：20 〜 10：20　2 級：午前 10：50 〜午後 12：10
　　　　　　　　　　　　　　1 級：午後 1：00 〜 2：40
　　　　　　対策講座は、9 月初旬スタート！　別紙をご覧下さい。 
 

　　★無料説明会　 9/25（水）午前・午後

　田岡道子先生の劇的カラー変身！　世界で活躍、カラー歴 20 年のベテランに学ぼう！
　パーソナルカラーの基礎を楽しく学ぼう！
　　　時　　　①    9/24（火）午前 9：30 〜 11：30　　　③  10/25（金）午前 9：30 〜 11：30　
　　　参加費　　メンバー & ノンメンバー　B 1000 

＊＊＊ボイス体力作り宣言 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊身体にイイコト、してますか？＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　ルーシーダットン集中講座 　在タイ中の必須課目！　コース開始です！

＊体験クラス　
  　　 時　　② 9/13（金）午前 9：00 〜 10：30
　　   参加費 (1 回 ) 　　メンバー　B 400　　ノンメンバー　B 500

＊初級　9 月コース　午前 9：00 〜 11：30　

　　（金）クラス　9/13・20・27・10/4・11・18・25・11/1・8・15　  11/22 (test) 
　　（月）クラス　9/16・23・30・10/7・21・28・11/4・11・18・25　12/2 (test)  
　　　参加費（10 回コース＋テスト料＋修了証）　メンバー　B 9,000　 テキスト　B 400　

＊復習クラス　初級終了者で、中級に進むのはちょっと自信が無い方のためのクラス。
　　　時　　　毎（月）午前 9：00 〜 11：30　　参加費（10 回コース）　メンバー　B 4,800

＊中級コース（7 回コース）　あなたもルーシーを極めよう！

　　　時　　　9/6（金）スタート　午後 11：45 〜 1：15　　参加費　　メンバー　B 6,800　　

＊上級コース（10 回コース）　ここまで来たら、本気でプロを目指そう！

　　　時　　　9/12（木）スタート　午後 12：15 〜 2：15　　参加費　メンバー　B 19,500

＊新・インストラクターの為のスキルアップコース　エキスパートを目指して！
　　　時　　　毎（水）午後 1：00 〜 3：00　　
　　　参加費（7 回コース）　メンバー　B 5000　　　1 回参加　メンバー　B 800
＊プロのためのプライベート特訓クラス
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　Joy 先生のヨガクラス　ルーシーで人気の Joy 先生のクラスです。　
　　　時　　　　毎（水） 　午前 10：45 〜 12：15 　　　　　　　　　
　　　参加費　　（1.5 時間）10 回コース　 B 3800 （延長 2 回）
　　　　　　　　5 回チケット　メンバー　B 2300（有効期間 2 ヶ月）　
　　　　　　　　1 回　B 500　　　初回トライアル　　1 回　B 400
 
　　　　　　　　STOP 先生のボクササイズ　ハマる！シマる！ STOP 先生と Non Stop 〜 !
　　　　　　　　　時　　① 毎（月）午前 11：45 〜 12：45　　②毎（木）午前 9：15 〜 10：15
　　　　　　 　　　　　③ 毎（金）午後 7：00 〜 8：00　   　④ （土）午前リクエスト
　　　　　　　　　持ち物　　タオル・飲み物　　
　　　　　　　　　参加費　　5 回チケット　メンバー　B 2000（有効期間　2 ヶ月）　　1 回　B 450

　STOP 先生のストレッチ＆ピラティス　美しい身体作りをしませんか？
　　　時　　　　毎（木）午前 10：25 〜 11：25 
　　　参加費　　5 回チケット　メンバー　B 2000（有効期間　2 ヶ月）　　1 回　B 450 
　　　　　　　　初回トライアル　1 回　B 300　只今、トライアル募集中！ 

　ムエタイ　元チャンピョンの Pom 先生に学ぼう！　グローブは、各自でお持ち下さい。
　対象年齢　　8 歳以上グループの場合　8 〜 14 歳、15 歳〜大人　ファミリーは年齢不問
　　　時　　（月・火・木）午後 4：00 〜 5：00　（月・火）5：10 〜 6：10
　　　　　　（土）午前 9:00 〜午後 6:00 の間　ご希望の時間をご予約下さい。
　　　　　　グループレッスン　（木）午後 5：10 〜 6：00　8 〜 14 歳　4 名まで
　　　参加費　　グループ（2 〜 4 名）　トライアル 1 回　B 700 ／人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 回コース（延長 2 回可）　B 3500
　　　　ファミリー・カップル　トライアル　1 回　２名：B 1300　3 名以上：B 1600　
　  　　　　　　　5 回チケット（有効期限２ヶ月）　2 名：B 6800　3 名以上：B 7800
　　　　プライベート（1 名）　 トライアル 1 回　B 1200　　5 回チケット（有効期限２ヶ月）　B 6000

　Renewal・自分でできる ヒーリング気功　【医療気功】　少林氣功内頸一指禅
　気功師にしてもらう氣功を、自分の手の氣で行います。毎回部位別に効力のある気功と
座学を行います。詳細は、別紙をご覧下さい。8 回コース、１回毎でもご参加出来ます。
　　　時　　毎（火）より午前 9：00 〜 10：30 　全 8 回　
　　　参加費　　メンバー 3 回チケット ( 有効期限 2 ヶ月 )　B 1,500   1 回　B 550　
　　　　　　　　ノンメンバー　　1 回　　B 600　　　詳細は、別紙をご覧下さい。

　バランスボールエクササイズ　ボールを使った新感覚のエクササイズクラス　
Vol.1　産後トータルケア 6 回コース　　
　　　時　日程変更第 22 期  9/10・17・24・10/1・8・15 （火） 午前 9：00 〜 11：00 　
　　　　　　第 23 期  10/29・11/5・12・19・26・12/3 （火） 午前 9：00 〜 11：00　　　　　　　
　　　参加費 （６回コース）　　B 4800

Vol.2　バランスボール☆エクササイズ　音楽に合わせて弾んでエクササイズ♪ 　 
　　　時　　毎（火）午前 11：30 〜 12：45・毎（水） 午前 9：00 〜 10：15

　　　参加費　　初回のみトライアル価格　　B 200
　　　　　　５回チケット（有効期限 3 ヶ月）　　B 2,000 
　　　　　　２回目以降（１回）メンバー　B 450　　ノンメンバー　B 550

Vol.3　インストラクター養成講座　全 11 回コース　9/10（火）スタート決定！ 
　　　参加費 （11 回コース・テキスト代を含む）　158,000 円　あるいは、B 46,000
　　　　　　( レート変動有り ) ※ 別途、認定試験料・資格認定料・協会入会金が必要です。

　＊無料説明会　　時 　　お問い合わせ下さい。

★スペシャルイベント　マタニティ＆産後ケア Park ＠ボイスホビークラブ
　このイベントは、妊娠中や産後に不安を抱えている皆さんが、ちょっと息を抜くための集まりです。気軽にご
参加下さいね。人数確認のためご予約下さい。当日ふらっと来ても大丈夫ですよ。
　　　時　　次回は 10 月予定　午前 9：30 〜 10：30　　対象　安定期から、産後 5 ヶ月位までの方
　　　内容　　ミニ講座（妊娠〜産後の身体とココロの変化）、妊娠中も産後も使えるセルフケア、
　　　　　　　交流タイム　　　　参加費　　B 150

＊癒しを求めて♡＊＊＊ちょっとお疲れ気味の皆様へ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　EduQ 国際ナチュラルタッチ協会　子供と大人のための健康マッサージ教室
☆ベビーボンディングマッサージ　【対象 :0 歳児】　1.5 時間× 3 回　　　定員　4 名
　無料体験　　① 9/19（木） 　　② 9/26（木） 午前 10：00 〜 11：00　 
　　　時　　 10/16（水）・24（木）・30（水） 午前 10：00 〜 11：30　
　　　参加費（3 回コース）　メンバー　B 2000　ノンメンバー　B 2200　

☆成長期マッサージ　【対象 : 小・中学生】3 時間× 2 回　　定員　5 名
　　　時　　① 9/9・23（月）　　② 10/7・21（月）　午前 9：30 〜午後 12：30
　　　参加費　　2 回　メンバー　B 3300　　ノンメンバー　B 3500　

☆キッズ Fun マッサージ　【対象 : １歳〜未就学児】　2 時間 x3 回＋ 2.5 時間 x1 回
　　　時　　 10/1・8・15・22   午前 9：30 〜 11：30　最終日は 12 時まで
　　　参加費（4 回コース）　メンバー　B 3900　　ノンメンバー　 B 4100　　定員　4 名

　創設者ドリス先生来タイスペシャル　11/18（月）〜 23（土） 
★インストラクター養成講座無料説明会　　　時 　　9/25（水）午前 9：30 〜 11：00　 
　　＊養成講座　オンライン講座　11/7　（木）〜 15（金）　＊対面講座　11/18（月）〜 23（土）
　　　※各講座の日程・詳細はお問い合わせください。　

★ツボアロマセルフマッサージネ️女性の健康・朝夜 5 分の未病ケアネ️
　自分自身を大切に！やさしくふれて、自分を愛しましょう！　11/19（火）午後 3：30 〜 5：30
 

★ EduQ キッズスポーツマッサージ　11/20（水）・22（金） 午後 3：30 〜 6：00
　お母さんやお父さんができる子どものスポーツ活動のサポートとして、心身のケア、スポーツ前後の　
心身のコンディショニング、親子のコミュニケーションやスキンシップにも。  
 

★キッズスポーツマッサージインストラクター養成講座　11/20（水）・23（土） 9：00 〜２:30
　インストラクター対象　Edu Q 国際ナチュラルタッチ協会公式サイト http://eduqwellness.com
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　フラワーレメディー　　心を癒す、花のエッセンスで心のケア

＊基礎講座＊　最初にこのクラスをご受講下さい。
　　　時　　　9/　　（　）午前 9：30 〜 12：30
　　　参加費    　メンバー　B 1300　　ノンメンバー　B 1400 

＊セルフケア講座　全 6 回　　対象 : 基礎講座受講生
　　　時　　　9/13・20・27・10/4・11・18 （金） 午前 9：30 〜 12：30 
　　　参加費（参考書・WS 材料費込み）　メンバー　B 6990
 

＊レメディーお茶会　基礎講座やセルフケアを学んだ方対象
　　　時　　　お問い合わせ下さい　午前 10：00 〜 12：00　
　　　参加費（飲み物・マイトリートメントボトル付き）　メンバー　B 350B
 

＊アドバンスクラス　対象 : セルフケア受講生
　　　時　　お問い合わせ下さい　午前 9：30 〜 12：30　　参加費　　メンバー　B 1000

　Joy 先生のハーバルボールコース　在タイ中に覚えたい！　生きたお土産は如何ですか？
＊ハーバルボールとマッサージ習得　2.5 時間 X3 回コース
　　　時　　　お問い合わせ下さい　午前 9：00 〜 11：30　
　　　参加費（材料費込み）３回コース　メンバー B 4300 　ノンメンバー　B 4500 
 

＊ハーバルボールとマッサージ習得　1 回クラス
　　　時　　　お問い合わせ下さい
　　　参加費　　1 回　メンバー B 1800　ノンメンバー　　B 1900
 

＊ハーバルボールとマッサージプライベート治療コース　（1 回 1~2 時間）　
　　　参加費　　10 時間チケット　メンバー B 11500 　ノンメンバー　B 11700
　　　　　　　　1 時間　　  　　　メンバー B 1400 　  ノンメンバー　B 1500 

　旅行者のためのタイ体験コース　  日本からのお客様にお勧めデス！

１フルーツ・カービング　　1 ヶ月で修了書を取る集中コースもあり！
　   　時　　（月）〜（金）の初級クラス　日時は、受付までお問い合わせ下さい。
　      参加費（材料費込み）　　グループレッスン　１回　メンバー B 650   ノンメンバー  B 750
                                     　　特別カリキュラム　１回　メンバー B 750   ノンメンバー　B 800
 

２タイ料理　何といっても大人気のタイ料理 !　毎回３種類のメニューを、週変わり開講中
　　   時　　（水）午前   9：30 〜 11：30　（水）　午後  1：00 〜 2：45     その他
　　　　　　プライベートレッスン（セレクトメニュー）は、別料金になります。
　　    参加費（材料費込み）　１回　　メンバー　B 750　ノンメンバー　B 850
 

３タイ語　　　４バティック　 　  その他　

《子供クラス》三つ子の魂百迄も！五感は小さい時が勝負です。体験第一！

　書き方クラブ　お待たせしました〜♪　9 月から復活！　只今生徒募集中！
　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、年長さんから小学 6 年生まで。
　　　時　　（木）クラス　9/12 スタート！ 午後  4：00 〜 5：00　
　　　対象　　　幼稚園年長さん〜小学 6 年生　     定員　　10 名   
　　　持ち物　　2 〜 6 Ｂの鉛筆５本・下敷き・国語ノート（日本人学校 No.1)
　　　参加費　　8 回コース　B 3600　  一時帰国の場合は延長 OK。 
　　　　　　　　その他は、8 回中 1 回だけ延長可（要事前連絡）

　お習字クラブ　こちらも 9 月から復活！　只今生徒募集中！
　　　時　　　 （月）クラス　午後 4：00 〜 5：30 の間の１時間　（硬筆も OK）9/10 〜　募集中 !
　　　　変更（金）クラス　午後 4：00 〜 5：30 の間の１時間　　開講中　　　　　
　　　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 枚以上・古新聞１日分
　　　参加費   　8 回コース　B 3600　  一時帰国の場合は延長 OK。
　　　　　　　その他は、8 回中 1 回だけ延長可（要事前連絡）

　Achieve English Gym　 〜本当に英語力を変えたい方のための英語ジム〜 
★子供のためのコース　途中参加も振替で OK ！
　1. 英検単語特訓クラス　次回 10 月の英検に向けて単語力を鍛えます！
　　　いつからでも（月）午後 6：00 〜 7：00　　（金）午後 4：00 〜 5：00
 

　2. インター生個別指導 GROUP　インター生の宿題サポート、リーディングと
　　　ライティング強化、算数文章問題克服 etc. を、少人数グループ内で個別指導するコースです。

　アートクラブ　お子様の想像力を広げましょう！　 
　様々な素材を使い、楽しくお絵描き＆工作をしましょう。受付にて、カリキュラム表を貰って下さい。
　　　時　　　毎（火）午後  4：30 〜 6：00・毎（水）午後  4：00 〜 5：30
　　　対象　　　幼稚園年少さん〜小学生
　　　参加費（紙代を含む）6 回コース　B 2300  トライアル  １回　B 400
　　　　　　　工作で材料費が別途かかる時は、別途請求させて頂きます。

　日本の歳時記を楽しみませんか？　海外に住む子供達に、日本の文化を〜♪
　日本の四季折々の歳時記を、工作やクッキング、絵本などを通して、子供たちに体感させて上げましょう！
　　　時　　毎月 1 回（土）10：30 〜 12：00　　対象　幼稚園年少さん〜小学生。
　　　　　9/　　敬老の日　　　
　　　　　10/　  芸術の秋　　　
　　　参加費（材料費込み）　　B 700

　新・サイ先生＆エム先生の We'll go キッズエクササイズ　お早めに〜♪
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　ボイスサタデーバドミントンクラブ　  新入生募集中！ 小 3 以上参加 OK!
　　　時　A．B．毎（土）　午前  10：00 〜 12：00　　登校日　午後  2：00 〜 4：00
　日本人学校の全校登校日は、午後練習になります。　対象　  小学 3 年生以上のお子様・中学生・高校生 

　A.  レギュラーコース（毎週）　前日までの連絡で、コース内１回のみ延長可。
　　　参加費　　８回コース　Ｂ 4600　　

　B.  スペシャルコース   サークルなどで毎週来られないお子様の為のコース
　　　参加費　　月に 2 回以上で、参加日を事前に予約して下さい。（振り替えなし）　
　　　　　　　　８回コース　Ｂ 5100

　C.  理論＆実践コース　ルールなども覚えながら、日本のクラブ活動的に行います。
　　　時　　（水）クラス　毎週　午後 5：00 〜 7：00 　
　　　定員　　　10 名まで。後 4 名で締め切りです。　　参加費　　８回コース　Ｂ 5200

　D. 春・夏・冬休みキッズスペシャル　長期休みの期間は、特別参加も OK です。
　　　時　毎（火・木・土）　午前  10：00 〜 12：00  　（水）　午後 4：00 〜 6：00 

＜ボイス☆キッズルームの詳細と諸注意のお知らせ＞
　お陰様で乳幼児ママたちの間ですっかり定着した『ボイス☆キッズルームサービス』。ママが受講中の時
間帯に限り、３歳までのお子様を玩具や DVD の揃ったキッズルームでお預かりしています。ご利用は完
全予約制です。受講が決まり次第、お早めにご予約下さい。
　【対象】・お母様がボイスでご受講中の０〜３歳までのお子様　
　　　　・風邪や伝染病の疾患に罹られていないお子様
　　　　・同室のお子様方と安全に過ごせるお子様 
　【料金】講座受講 1.5 時間毎に 150B/ 一人　　
　【注意とお願い】※ご利用の際は三日前までにご予約下さい。
　　※ご予約の時点で定員に達している場合は、お断りさせていただく場合もあります。
　　※ご利用中、スタッフでの対応が難しい場合、ご受講中のお母様にお声がけさせて頂くこともあります。
　　※お迎え時間に遅れないようご協力下さい。30 分を過ぎると追加料金が発生します。ご了承下さい。

＜お願い＞　メンバーの方で携帯電話番号を変えられた方、お引っ越しされた
方は、必ず新しいお電話番号とご住所をご連絡下さい。また、メールアドレスを
未だ登録されてい　ない方もお知らせ下さい。

＜講座のお申し込みについて＞　必ずお読み下さい！
　各講座、定員になり次第締め切らせて頂きます。受講料は、必ず講座がスタートする１週間
前までにお支払い下さい。キャンセル可能日は、開講日の 1 週間前厳守です。１週間を過ぎま
すと（お支払 いの有無に関係なく）キャンセル料がかかります。ご受講できなくなった場合は、
ウェイティングの方がいる場合も有りますので、お早めにご連絡下さい。 
　尚、直前のキャンセルや本帰国の場合も、ご返金できませんので、お友達に権利をお譲り下
さい。材料費は、当日にお支払い下さい。種々、ご理解の程、よろしくお願い致します。

 

　

 　各種資格合格者　敬称略　皆様、本当におめでとうございました。次のステップに進んで下さいネ。

＊ペタルアート＆ブリザーブドフラワー　Tomoko Tajima　Erina Takagi
　第 15 回フロールエバーウェブコンテスト　 第１位　審査員賞　本間 美奈子 
　AJC クリエイターズコレクション展 2019　  佳作　奥恵理　　入選　徳野のりこ
＊ルーシーダットン初級合格者　 
　　3・4 月集中クラス　　Keiko Hashimoto　Kaori Inagaki　Nobuko Ishikawa
　　7 月集中クラス　　　　Mami Takagi　Yuri Miyazaki　　上級合格者　Yoshimi Kishimoto
＊バティック　タゴモリフジコ　イシイワカコ
＊日本カラーコーディネート協会主催　カラー検定　2019 年 7 月実施　 
　　　パーソナル 2 級　カシマタエ　クリタマツエ　ムラオカエリ　タゴモリフジコ　ナカタクミ
　　　パーソナル 3 級　ウエハラマキ　ヤマネユキ　ヒラノモエコ　ナガシマチアキ　ムロオユミコ 
　　　　　　　　　　　オガワマキコ　ヒサダアヤナ　タケダツリナ　ムライユウキ
　　　ライフケアカラー 2 級　ムラオカエリ　ムライカヨコ
　　　ライフケアカラー 3 級　ウエハラマキ　イワキカズミ　イトウユリ　ミズカミユミコ　ムロオユミコ
　　　　　　　　　　　　　　コダイラマサコ
　　ナント 2019 年 2 月試験もボイスホビークラブ受講生から『優秀賞』　ヤマネユキさん、オザサアキコさん
＊タイ料理修了者　　Chiaki Kawase　Taeko Miyamoto　Terumi Yoshii
＊ソープデザイン修了者　Erina Takagi
＊フルーツカービング修了者 　Sakie Ishibashi 　Akiko Ozasa　Tomoko Suzuki
　　　　　　＊尚、ご本人のご希望でお名前を記載していない方もいらっしゃいます。 

　　　　＊ハンド to ハンドプロジェクトからのお知らせ＊
　お家に使えるものは眠っていませんか？　奇数月の第 2 〜 3 週に『使える不要品』を回収させて頂き、
　タイの困っている人々に届けております。お世話になっているタイに、還元しませんか ?　
　　　時　　　  9/9（月）〜 13（金）　午前 9：00 〜午後 5：00
　　　募品内容　　新品でなくても使えるものなら OK です。電化製品・食品（生ものは除外）・
　　　　　生活用品（タオル、シーツ、その他）・衣類（大人、子供、幼児）・靴・鞄・文具・おもちゃ他
　　　場所　　　　ボイスホビークラブ　トイレ前廊下の箱に種類別に分けて入れて下さい。
　　送付先　2019 年 1 月：プラティープ財団を通じて、
　　　　　　　　　　　　　イスラム貧困地区に。
　　　 3 月は２回：クロントイ幼稚園へ。
　　　5 月：ビューティーサロン 106 さんを通じて
　　　　　　カンチャナブリの小学校へ。
　　　7 月：プラティープ財団さんを通じでカンチャナブリの
　　　　　　孤児院『生き直しの学校』へ。
　　　皆様、ご協力有難うございました。
　　　次回もよろしくお願いします。
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＜ラケットクラブ送迎シャトルについて＞　
　毎時１〜２本ラケットクラブ プール前から、エムクォーティエ Soi 35 ロータリーを迂回します。
エムクォーティエには、ラケットクラブ出発時刻のから 10 〜 15 分後に到着予定です。長時間の停車が出
来ないため、直ぐに出発します。定時に出発しない時も有りますのでご注意下さい。特に夕方は混みます
ので、不規則になります。しばらく待って来ない時は、諦めた方が無難です。
　尚、ご利用はラケットクラブ関係施設に行かれる方のみです。その他の方は、ご遠慮下さいネ！
詳細は、HP をご覧下さい。

　　ラインにご登録頂きますと、フェスタニュースや　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　プレゼントなどお得な情報が、最初に Get 出来ますヨ♪
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＜ FACE Vol.20 ＞　只今配布中！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今回より、各常設講座の案内に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　QR コードが付いています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こちらから HP に飛んで頂きます
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と、詳細が詳しく分かります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご利用下さいませ。

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　＜営業時間＞　（月〜金）　8：30 〜 18：00　
　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　（土）9：00 〜 16：00　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日・祭日）特別講座のみ開催
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10/14（月）,23（水）は、祭日のためお休みです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボイス・ホビ−・クラブ
　　　　　　　　　　　　　　　　   ☎ 02 - 119 - 7250 ~ 1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　https : //www.voicehobbyclub.com/　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Facebook  ボイスホビークラブ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Instagram　voicehobbyclub

　ボイスショップ　在タイの皆様に便利なスペース。お土産もこれで決まり！

＜ボイス耳より情報＞ お役立ちグッズ、タイのお土産等他にはない優れモノ！　
　ボイスでしか買えない商品、沢山有りますよ〜！
 

★タイで 1 番お勧めは、究極の『Q・Q クリーム』  ！ もうお試し頂けましたか？　

　在タイ者から旅行者まで、リピーターが多い QQ クリーム。現在これ以上のクリームはできないと言う
究極商品！　世界 1 の原料を集めた逸品！　カネカ薬品の Q10（日本の規定 25 倍）、グリコの美白、リ
フトアップはドイツのリラスティン等。工場は、エスティーローダ、コーセーの商品を作っているラボの
タイ支店にて生産。宣伝費ゼロ、パッケージ代を押さえ、中身を追求した女性の味方です。単にシワが消
えるだけなく、シミやハリにも効果大！　日本では、一部ネットで 2 万円で販売中！

　　45g 入り＋ミニ 3g おまけ（約 4 ヶ月使用）　タイ価格 B 4500 → ボイス特別価格 B 4300

　　　　　　　　　　　　ミニサイズ（3g） 　タイ価格 B 450  → ボイス特別価格 B 390
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　このシリーズの発案者 IKKYUU さんの
　　　　　　　　　　　　　　　　　「バンコク美肌スキンケアセミナー」無料ご招待！

　　　　　　　　　　　　　　　　　しかもミニサイズ (B 450) プレゼント！という太っ腹！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　これは知らないとマジで損ですヨ！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 時　　9/17（火）・10/10（木）午後 1：00 〜 2： 00　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要予約！

 ★『コラーゲン QQ オールインワンゲルクリーム』　世界初の地域特化型！（日本製） 
　紫外線が日本の 3 倍のバンコクのお肌へのストレスは、かなり高いです。このバンコク環境対応クリー
ムを日本で開発。朝洗顔後、このクリームだけで OK です！　ご主人様にもオススメです！
　　　80g 入り　　B 1800　→　B1150（期間延長）　
 

★ 一時帰国のお土産ランキング★　貰って喜ばれているのはコレ！
　No.1『ドライマンゴー』　味で勝負！バラマキ土産に！ボイスで売れてる No.1 ！ B 100 
　No.2『Q・Q クリーム』 　お肌の美しさを保ちたいならコレ♡　口コミ、リピーター多し！

　No.3『オーガニック蚊除けスプレー』小さなお子様にも安心！ B 215　現品限りです。

　No.4『フェイシャルマスク』SK- Ⅱと同じ台湾工場で作られた、とってもリッチな使用感のマスクが

　　　ナント特別価格 B 69 ！お試し下さい♡

　No.5 『シルク クオリティ ソープ』  の洗顔フォーム　B 300　天然ゴールデンシルク＋桑茶エキス
　　に高品質植物オイルをベースにした手作り石鹸をジェル化！　日本のメーカーで 1 万円の商品です！
　SP ★ EMM 先生のソープカービング　『いのしし』B 800　『花』B 150　　

　SP ★日本でも書きやすさで定評のあるペンテルさんの恵那ジェルボールペン　アセアン特別柄に
日本の黒インクを入れて貰いました。日本では 300 円＋税金の所、B55 ！

　　　　　　　　　　　　　その他、ボイスのオススメ商品が盛り沢山♡要チェックですヨ〜！


