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人気！ヴィチット先生のタイ料理
いつからでもスタートOK☆

元レストランのオーナーシェフに学ぶ美味し
いタイ料理は、毎回取り合わせの良い 3 品
を学べるお得なレッスン。8 回×2 コースを
まとめてお支払頂くと 10% オフと更にお得
に。単発参加も OK！お好きなメニューを習
得しましょう！
●時：毎(水 ) 9:30～12:00/13:00～15:00
※（土）にプライベートレッスンも可

プロに聞く！
バンコク生活お役立ち講座

タイで古くから伝わる健康体操
ルーシーダットン集中講座
在タイ中の必須課目！独自の呼吸
法と『セン』を刺激するポーズに
より、血液の流れや内臓の働きを
改善。体質改善や健康維持にお
すすめ！
★体験 :12/9・16(月 )・6・13(金 )
　午前
★初級 :12/16(月 )・13(金 )
　午前10回
★復習・中・上級・インストラク
ターコースあり

タイの伝統工芸カービング

在タイ必須科目！持ち寄りパーティーにも
重宝するスイカのバスケットやパイナップ
ルの器などの体験クラスあり♥更に高度な
フルーツやお洒落な石鹸まで。プロ向け集
中講座、カーヒング留学も受付中！
●時：(月～金)9:15～12:00/13:00～16:00
1 月上旬から、リニューアルのためしばらく休講
いたします。ご受講希望の方は、11・12 月にお
越し下さい。再開時期はお問い合わせ下さい

新・妊娠前よりキレイになる産後ダイエット
産後骨盤ダイエット協会認定講座

可愛い我が子に手一杯で自分の事なんか～！
それがママの本音！でも後の事を考えて、
ちょっと自分の時間を作りませんか？赤ちゃん
も一緒に楽しくエクササイズ。一度学べば、後
は自宅でリピートするだけ！対象は、産後 1ヶ
月～1年前後。
★2時間講座(理論＆トレーニング):11/8(金 )
12:15～・12/18(水)・1/22(水)9:00～　
★認定講座(3h×2回、補修実技1h×2回)
　第1回:12/19(木)&20(金)9:00～
    +1/23(木)&24(金)
　第2回:1/23(木)&24(金)9:00～
    +2月1h×2回

その道のプロに、より良いバンコクライフを過
ごすために知っておくとお得な情報をお話頂
きます♪
★Vol.13『タイと日本の薬の違い・タイの薬
局の賢い使い方』過去大好評だったテーマ再
び！日本人常駐ブレズ薬局の若き実業家・飯
田社長をお招きします！
11/12(火 ) 9:30～11:00
＜3 回連続企画＞Vol.14～16 は、女性の身
体 について 3 つのテーマで！スピリチュアル
系カラダケアの Marinity さん担当♡お悩み
軽減しましょう。ヒーリングセッション割引
クーポン付き♡
★Vol.14『生理痛・PMSを軽減する』11/21（木）
★Vol.15『快適な卒ラン・閉経を迎えるため
に』12/9（月）
★Vol.16『女性ホルモンを味方につける』
1/17（金）　

特別イベントやオススメ講座をPick up!

講座の詳細については、HPのWEB版Voice Newsをご覧下さい。 講座のお申し込み・お問い合わせは、ボイスホビークラブ（☎02-119-7250～1）にお電話下さい。

お支払いは、講座の1週間前までにお願いします。キャンセルポリシーは、HPをご覧下さい。

ボイスの講座 PICK UP

マタニティ&産後ケアPARK
産前産後の方、集まれ~♪ 

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。産前から
産後の身体と心の変化やセルフケアについ
て、交流しながら学びます。お気軽にどうぞ!
★産後ケアPARK:11/27(水 )11:00～12:00
(産後0～8ヶ月)
★マタニティPARK:12/4(水 )11:00～12:00
(安定期以降の妊婦さん)
※次回は1月開催予定
※1月より「マタニティケア講座」開講。

在タイ中に覚えたい !
ハーバルボール

在タイ期間に公式資格をGet！
パーソナルカラー&ライフケアカラー

年2回、2&7月にボイスで実施している実践
で使える公式カラー検定。色の知識は一生モ
ノ。帰国後の復職にも有利！次回検定は、
2/5（水）。ボイスのきめ細かい対策講座では、
日本でも有名な合格率の高さ！4回連続最優
秀賞受賞！
★無料説明会 :11/7（木）・26（火）午前・午後 
★対策講座 7 回コース開講中！ 集中講座も
あり

MR.HEROのマジックセミナー 

驚きと感動をお約束！子供たちの目の輝きが
変わるHEROマジック！講習料と同額のマジッ
クグッズが貰える実質無料セミナー！毎回大
興奮♪マジック昇級試験も同時開催！
●時:12/7(土)10:00～12:00
ご家族は11:40頃、お迎えがてらショーをご覧
下さい♪

プリザーブドフラワー&
Flower Petal Art

日本で流行のプリザーブドフラワーを使ったお
花のオブジェ。初めての方でも簡単に素敵な作
品が作れます♪日本で人気の新アイテムも増え
ました♥短期集中の講師認定資格取得コース
あり。日本で卒業生大活躍中♪まずは体験から。
●時:11/28(木)～12/3(火)、1/30(木)～2/2(日)
午前/午後OK
期間中、今流行の「固まるハーバリウム」クラス
も開講♥

復活★幻のパンコース
Byこんにちパン
バンコクでパン屋さんと
言えばカオサンの老舗
『こんにちパン』。日本の
有名ブランドで修行を
積んだオーナー自ら教
えてくれ、しかもパンを子供の心と体の土台を作るのは親からの愛情。中

医学をベースに東西の自然療法を融合した 
EduQ メソッドの愛情マッサージを シェアしましょう!
★ベビーボンディング（0 歳児）:3 回コース
11/7・14・28（木）他 ★新・ベビーボンディ
ングマタニティクラス:お腹の赤ちゃんとの愛
着を育み、ママとしての自信を♡ リクエスト
制  ★キッズFun（1歳～未就学児）:4回コー
ス 11/28・12/3・12・17 他 ★成長期（小中
学生）:2回コース11/4・25（月）、12/9・23（月）

私を知る算命学
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？ 
★私を知る算命学入門●時:11/5（火）・1/15（水）
★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:12/13(金)
★2020 年自分専用カレンダー作り(2 月節分
スタート)●時:1/10(金)
★私を知る算命学初級 6回コース
●時 :Ⅰ-①② 11/12・1/28、Ⅱ-①② 11/19（火）、
Ⅲ-①② 11/8（金）・12/17（火） 他

帰国後も役立つ、タイ伝統医療を学びません
か？手足温浴、軽いマッサージ、ハーバルボー
ルの効用、使い方などを部位別に学びます。
ルーシーダットンやヨガでお馴染みの JOY 先
生のクラスです。 
★ハーバルボール＆マッサージ習得3回
じっくり習得したい方はこちら。
★ちょっとお試し1回クラス 
★プライベート治療もあり。(1～2時間)
●時:11/12・26・12/3（火） 他

人間関係のお悩みズバリ解決!
STR(素質適応理論)資格認定講座
STR とは、陰陽五行を
データ化し、人の価値
観、運勢、バイオリズム
を客観的に診る人間学
です。大切な人の素質、

ボイスから、ちょっと早いクリスマスプレゼント★

桂竹丸師匠＆桂米多朗師匠 二人会＠ボイス亭　
昨年に引き続き、バンコクで本物の落語を～♪
今年は、竹丸師匠と米多郎師匠の共演です。
『南京玉すだれ』もご披露頂きます★
子供たち、きっと大喜びでしょう。
日本の伝統芸能をこの機会にぜひ！
●12/5( 木・祝日 )
　開場　13:30
　開演　14:00( 終了15:30予定 )
前売り券：11/1( 金 ) よりボイスホビークラブ
で販売 (限定60席 )
尚、恐れ入りますが、落語が分からない幼稚園
以下のお子様の同伴は、ご遠慮下さい。

new new

new

ステンドグラス作家 　
松井先生のステンドグラス教室　

年に2～3回のみの特別クラス
★今回のテーマは『クリスマス＆お正月』。
ステンドグラスが一番輝く季節です♡チャー
ムを変えると年中使えるリースにも♪2 時間
半のちょっとだけ体験クラス、カットからす
る 5 時間の入門クラス、経験者のためのブ
ラッシュアップクラス等お好みのクラスを♪
●時:11/22(金 )～27(水 )午前/午後

EduQ国際ナチュラルタッチ協会
子育てを楽にする魔法のタッチ

インストラクター養成講座  
EduQ♥オープンデー
創設者中医ドリス先生特別セミナー　
★インストラクター
養成講座
＊キッズ Fun: オンライン
11/6・11・13、対面11/18・21
＊成長期:オンライン11/8・
12・15、対面11/ 19・22
★ツボアロマセルフマッサージ～女性の健康・
朝夜5分の未病ケア～:11/20(水)14:00～16:00 
やさしくふれて、自分を愛しましょう！　 
★EduQキッズスポーツマッサージ :11/20・23 
9:30～12:30 親ができる子どもへのサポート。心
身のケアやコンディショニングに。コミュニケー
ションやスキンシップにも有効。 

医療法人の公式検定　
バンコク初・発達障害コミュニケーション中級指導者認定講座
3 歳児検診で 3 割以上のお子さんが『発達障
害の疑い』と言われている今、『発達障害』は
身近な存在。『発達障害』とは何かを知り、接
し方を理解することで人との関わり方を学びま
しょう。今回バンコクで初めて中級の 3 講座を
実施します。（残り8課題はオンライン）初めて
の方は初級から。1 単位だけの受講も OK！中
学生以上参加可。担当は協会理事の不登校・
発達障害児との付き合い方のエキスパート津
守慎二先生です。
★2/5(水 )初級①③②　★2/6(木 )初級④⑤
★2/7(金 )中級①②③

ラストチャンス !!
Yildiz先生の魅惑のベリーダンス

「女性がキラキラ輝くために」がコンセプト
の Yildiz 先生の魅惑のダンスにチャレンジ
してみませんか？動きだけでなく、内面から
もアプローチ♥
●11/14(木 )・15(金 )・16(土 )開講。時間はお
問い合わせ下さい。
A.トライ！クラス60分:初心者から経験者まで
B.経験者クラス90分 :よりレベルアップ！　C.
親子＆子供60分:初心者・お子様（年少以上）
お子様だけでもOK♪

正解！海外子育てから学んだ『心も身体も愛さ
れママ』になる方法～:1/20(月)13:00～14:30
★プロ基礎講座:1/21（火）～25（土）8:30～15:30
帰国後お仕事にしたい方のための本気コース。
企業コンサル、人事、人間関係全般に使えます。
★カウンセリング:1/20(月)～24(金)夕方
★個人鑑定サービス実施中！受付まで

焼いている待ち時間にお菓子も作っちゃうお
得なクラス。先生の手作りパンの試食も有り
と、至れり尽くせり♡各先着10名様限定！
●(月)9:30～12:30
★11/11: 玄米の食パン＆米粉のグルテンフ
リータルト  ★1/20: 基本のバターロールと混
ぜ込みパン＆シュークリーム
＊講習当日には、焼きたてパンの販売も再開♪

その人との関係を読み解きます。ご本人とご
家族の関係性が分かり、生きやすくなります。
★入門:1/20（月）9:00～11:30
子育てがキャリアになる資格取得講座。子
供 ・旦那さんの気持ちがわからない、自分の
生き方がわからない、そんなあなたへおすす
め。ランチ懇親会あり。
★ままサプリ～お母さんは何もしない！が大

★カウンセリングご希望の方はお早めに。

My VOICE 
　　HISTORY♥
ボイスで学ぶ生徒さんの

* 受講歴 * をヒモ解きます！

今回は、色々なことにチャレンジされている

高橋さんにご登場いただきました☆

コメント　

　夫の転勤を期に中断していた和裁の稽古を再開したいと思っていたところ、ホームページでボイスを知りました。
和裁のレッスンは、お教室の明るい雰囲気に誘われ楽しく通っています。とても合理的に縫い方を教えて下さるの
で分かりやすく、ポイントをその場でメモできるのも嬉しいです。
　生け花は、夫に家でリラックスして貰いたくて始めました。月2回、生ける楽しさを教えて頂いています。デザイン・
構成力だけでなく、臨機応変さや決断力も必要とするところが面白いです。今では私の方が植物から元気をもらっ
ているのかも知れません。

人生の中での貴重な在タイ生活、ぜひこれからも最大限に楽しくお過ごし下さいね♪

7月 5月 3月 5月 7月 9月 

My VOICE HISTORY ♥ from 2018

START 和裁和裁

START

START

2019年

高橋 静華さん
（在タイ1年5か月）

2018年 現在↓

★

来タイ

↑和裁クラス
で作った
リバーシブルの帯

←銀粘土クラス
の作品
←銀粘土クラス
の作品

レンタルルーム

ボイス★レンタルルームをご活用下さい！ボイス★レンタルルームをご活用下さい！
イベント・セミナー・打合せ・料理教室・個人練習　etc♪

大きな鏡と窓で
とても明るいスタジオ。

多目的に
ご利用下さい

２つの
キッチンには、

食器類も
完備しています

大小さまざまな
部屋は、

会議やセミナーにも
便利！

広告セットも

承り中★

ご利用の際はボイスのご利用規約に同意いただきます

見学受付中!!  ※要予約 ※料金など詳細はお電話にて ※駐車場あり
☎02-119-7250 ～ 1（ボイスホビークラブ）

　アートクレイシルバーは、立体物を作ってみたくて始めました。銀にどうやって模様
を付けるの？宝石はどうやって埋め込むの？など、疑問に思っていた事を学んでいます。
先生のお話も面白くて、あっという間に時間が過ぎてしまいます。今は、プワンマライと
タイ料理に興味があります。子供の頃には想像もしていなかった海外での生活。とても
貴重な時間を過ごしていると思うので、タイならではの体験をしていきたいです。

医療 本帰国後のサポート体制あり！

安心・安全の歯科治療とサービスを提供する

ゆたかデンタルクリニック

☎02-260-2570、065-707-5308（日本人）

診療時間　10：00 ～ 19：00（事前予約制）　　
場所　702 Sukhumvit Soi 26
          （ソイ 26 入口。BTS プロンポン駅からすぐ）

トリートメント
コーディネーター 

牧嶋 恭平

FACE読者限定プロモーション

日本人経営　 日本人通訳常駐 キャッシュレス対応（ヘルスケアカード）各種保険申請書類対応

エンポリアム
ソ
イ
26

スクンビット通りBTS
プロンポン

対象期間：2020年1月末まで

受付時「FACE広告を見た」とお伝え頂いた方に限り

口内チェック無料！
また口内クリーニング(歯石取り)を同時

受診されるとクリーニング代10％オフ！

（別途ドクターフィー400バーツ発生いたします）

ベビーシッター付き

キッズルーム完備

医療 歯は一生のお付き合い

189 Soi Promsri 1, Sukhumvit 49
 （ボイスとフジ３の間です）

日本人歯科医に安心してご相談下さい

福森歯科クリニック
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10:00～19:00 （木曜休診）
☎02-260-0618～9ご予約

営業時間

インフォメーション

インプラントインプラント

インビザラインインビザライン

住所

生け花

アートクレイシルバー（銀粘土）アートクレイシルバー（銀粘土）

プワンマライ
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