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　3 月本帰国の皆様、お世話になりました♡ タイ料理など、やり残した事はありませ
んか？残り少ない　『在タイ生活を有意義に♡』お過ごし下さい。 
春休み『バンコク発セブ英語留学』チェックされましたか？お子様をより成長させる
またとないチャンスです。ママもご一緒に〜♪。2/11（火）17（月）に説明会を追加
開催決定！お見逃しなく！又、特別無料講演会『帰国後のキャリアについて』2/27 も
オススメです。数年後に帰った時、日本で仕事はあるのでしょうか？　『旬の女性起業
家』から日本の今、これからを語って頂きます。お気軽にご参加下さい。定員 40 名！
　右上 LINE ＠をご登録頂きますと、旬のお勧め講座と時々プレゼント有り♡　

《特別講習会》　

　春休みスペシャル！　バンコク発セブ語学留学　セブの First English と共同企画！
　ベストセラー『たった 3 ヶ月で人生が変わる復習オンリー英語勉強法』の著者、広島の明光
義塾 9 校のオーナー本多先生が経営されるセブの英語学校 First English とボイスがコラボ！
　何故セブ？　第２外国語を英語とする国の中で、No.1 の英語力！　ちなみに日本はアジア最低！
欧米諸国への留学費用の 1/3 で、授業数が２倍 !　しかも個人レッスン有り！　はセブだけ !
★無料説明会　2/11（火）・17（月）午前 11：00 〜 12：00, 午後 1：00 〜 2：00　要予約

★朝から晩まで楽しい授業とアクティビティー　お子様の成長間違いなし !
　バンコク発プランは、1 日にマンツーマンレッスンを 6 コマ、グループレッスンを 2 コマ受けるみっち
りプラン！　日本企画より１日勉強が多いです。特別授業では、英語でサイエンスや映画鑑賞、ディスカッ
ションも行います♪　プールアクティビティーや課外授業としてボランティア活動を行う日も。そして、
綺麗な海をアイランドホッピングなどアクティビティーも充実〜♪

　　時　お子様向けは、３つのコース！日程で分かれます。
　★日本企画ジュニアキャンプ　3/26（木）~4/4（土） 　
　★新バンコク出発限定プラン 4/5（日）~14（火）開催決定！
　　お子様だけ！　あるいは「ファミリープチ留学」も OK!　今年の
　　ソンクラーンは普通の旅行ではなく、学びと実りを。パパとママ
　　は其々のレベルで学び、小さなお子様はキッズコース。
　　赤ちゃんはベビーシッター付き。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？ 　＊バンコク発プラン　今回は NORIKO が引率します。
　★インター生向けカスタマイズ　6~7 月　お好きな日程で♪（引率者なし）
　★大人向けは、随時受付中！

　特別企画　無料講演会『帰国後のキャリアについて考える』　今、旬の女性起業家♡
　バンコクに住んでいる奥様方は、ご主人の転勤に帯同の為仕事を辞めて来られた方、結婚、出産の為家
庭に入った方など、様々なケースがあると思います。今の時代『専業主婦』では居られない。奥さんも働
かないと将来が不安。そして『駐妻あるある』の急な本帰国。でも世の中って、どんどん変わっているん
です。殆どの職業が AI に取って代わられる時代、あなたが帰国する時に仕事はあるのでしょうか？？？
そんな今の世の中の流れ、女性の職業についてを（株）Surpass の代表取締役石原亮子さんに伺います。

石原さんは、短大卒業後様々な職業に就き、契約社員を経て、営業成績 Top で
ありながらリストラにもあい、この会社を立ち上げられました。

（株）Surpass は、女性による営業アウトソーシング事業からスタートし、マーケティ
ング支援、SFA/CRM 導入支援などへと拡大している会社で、社員数は現在 100 名。
取引先は大企業で、今の日本の最前線を走っている会社です。
　　　　　　　　　　　　又、昨年 12 ⽉に女性活躍を推進する企業として、
　　　　　　　　　　　　「Forbes JAPAN WOMENAWARD 2019」
　　　　　　　　　　　　（社会にインパクトを与え「自ら道を切り拓き活躍している女性 = セルフメイド
　　　　　　　　　　　　ウーマン」の経営する企業）、「WOMAN'S VALUE AWARD2019」（積極的に
　　　　　　　　　　　　女性を採用し、女性が活躍できる環境のある企業に贈られる）という 2 つの賞
　　　　　　　　　　　　を受賞されました。『女性と社会の架け橋になり、すべての人の未来を創造し
　　　　　　　　　　　　続ける』というミッションの通りに前に進む、女性に優しい会社です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その原動力、石原社長自らのセミナーが、ナント無料で受け
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　られます！　まずは、日本の現状を聞いてみませんか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尚、セミナーの内容は、より共感できるように以前のご職業
により２つのカテゴリーに分かれます。お席の都合上お早めにお申し込み下さい。各、先着 40 名様

　★１元営業・マーケティング・システム関連のご経験のある方　2/27（木）9：00 〜 10：30 
　営業・マーケティング・IT などどんな業界でも通用する経験を持っていたとしても、ブランクがある復
職はとても難しく継続的なスキルアップは欠かせません。在宅でできるマーケティング＆セールスに特化
したシステムスキル習得と、それにより得られる機会、さらに帰国後の長期的なキャリア形成についてご
説明させて頂きます。

　★ 2　その他の職業の方　2/27（木）午前  11：00 〜 12：30 ワークライフバランスを考える上で
やはり人生には仕事は欠かせません。人生も仕事も主体的に取りくむことができるとことで、本当の意味
で自立した人生を手に入れることができると考えております。そこで帰国してからの復職のカギとなる女
性自身のマインドへ働き掛けとそれを行動につなげていくアプローチの方法についてお伝えいたします。

★個別相談会　2/27（木）午後 1：30 〜 　30 分単位で、先着 8 名様　要予約！

講座の詳細はこちら→
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　　　対 象　　乳幼児のお子さんのいらっしゃる方・プレママさん
　　　時　　 ① 2/13（木）午後 1：00 〜 2：30 　 ② 3/18（水）午後 1：00 〜 2：30
　　　持ち物　　筆記用具　　　参加費　　メンバー　B500　　ノンメンバー　B600 

　新・親業体験会 2 　学校、幼稚園に行きたくないと言われたら、、、
子どもは学校 ( 幼稚園 ) に通うのが当たり前、と思っていたら 我が子が突然学校
( 幼稚園 ) に行けなく ( 行かなく ) なった・・・。 行き渋るようになった・・・。
うちの子に限って、なぜ ?   不登校 ( 園 ) は必ずしもマイナスなことばかりでは
ありません。親子の信頼関係を築く言葉がけのコツをお伝えします。 
　　　講師 ;  親業訓練協会認定インストラクター・元小学校こころの教室相談員・介護福祉士
　　　＊もっと学びたい方対象に、本格的な『親業講習会』も開講予定です。お問い合わせ下さい。
　　　時　　 ① 2/13（木）午前 9：30 〜 11：00
　　　持ち物　　筆記用具　　　参加費　　メンバー　B500　　ノンメンバー　B600

　新・妊娠前よりキレイになる『産後ダイエット講座』　日本産後ダイエット協会主催

　女性の人生の中の一大事『出産』は、その後の人生を大きく左右しますよね。
可愛い我が子に手一杯で自分の事なんか構っていられない〜！それが主婦の
本音！でも後の事を考えて、ちょっと自分の時間を作りましょう。
お子様連れでご参加 OK ！　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。講師は、還暦を超えても益々元気でナイス
バディーを保っている加圧インストラクターです。
 

＊産後ダイエット★インストラクター養成講座　（2 時間× 3 回実技＆講義＋復習 2 時間）
　『健康な母親の元で多くの心身健康な子供が育ち、その子供達がより良い社会を作ってくれること』。
健康な肉体には健康な精神が宿ります。平和の種まき運動が協会の根底にあるミッションです。自分の身
体ケアにも役立ち、自身の経験を後輩ママに伝えるお仕事をしませんか？　お子様を連れての参加も OK!
　　　対象　　妊娠前より美しくなりたい方　産後ダイエットアドバイザーとしてお仕事したい方
　　　　　　☐自分の妊娠出産経験を活かしてお仕事したい方　　身体や運動の知識を勉強したい方
　　　　　　　（出産経験がなくても OK ！） 
　　　期待できる効果　　帰国後産後ママ向けダイエット講座を主催し、講師として活動。
　　　時　　変更！日程を選んでお申し込み下さい。合わない場合は、オンラインも有り。
　　　　　　　2/21・3/13（金）・4/23（木） ほか　午前 9：00 〜 11：00
　　　参加費（テキスト、認定証付）　66,000 円（税込・協会振込み）　 

 

★無料説明会　理論＆トレーニング　対象　　産後 1 ヶ⽉から１年後越えの方も。
　　　時　　2/20・3/12（木）・4/22（水）午前 9：00 〜 10：00　
　　　持ち物　　バスタオル・筆記用具　　　　服装　　運動が出来る服装で

　日本公式検定 ライフケアカラー・パーソナルカラー検定　 
帰国後使える資格です。　次回７月検定。対策講座は、４月下旬よりスタート！
　　無料説明会   3/2（月）午前 10：00 〜 11：30・午後 1：00 〜 2：30

　《入会金価格変更のお知らせ》　当クラブの講座をご受講頂く際に、ご入会頂いております。
年会費、有効期限は無く、再赴任で来られた時も有効です。今まで登録料として、B400 頂いておりましたが、
2 ⽉より B500 に改定させて頂きました。よろしくお含みおき下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　《イベントのお知らせ》 
　　　　　　　　　　　　　　　第 12 回♡ボイスモノづくりフェスタ♡
　　　　　　　　　　　　　　　恒例の 3 ヶ月に 1 度のバザーです♡　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有名飲食店ブースから、オリジナルショップまで、出店者の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　皆様のアイディアが詰まったブースを展開！ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今回は、ボイスショップの店内改装在庫処分も同時に開催！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入場無料！ お子様連れも OK ですよ〜！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　皆様、お誘い合わせの上ご来場下さいね〜♪　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　又、出店ご希望の方は、予約 QR コードからお入り下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　只今募集中です。もう少しで締め切りますのでお早めに！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　　　　2/25（火）午前 9：30 〜 13：00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イベント内容　　飲食・物販ブース
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特別セールブース　　　　　　　　　　
　

　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！
　今回のテーマは『者桃の節句と端午の節句』です。お雛様の置物や
オーナメント、兜、新鯉のぼりなど日本の風物詩を楽しみましょう。
その他ボイスでしか手に入らないタイのデザインやインテリアグッズ
等、様々なデザインからお好きな作品をお選び下さい。
　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。
　　　 時　　 2/26（ 水 ）・27（ 木 ）・28（ 金 ）・29（ 土 ） 午 前 9：00 〜・ 午 後 1：00 〜 6：00 

　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、入会金が割引で B300 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 2/3    （月）午前 9：30 〜 11：45　　 　   ② 2/19（水）午後 12：30 〜 2：45
　　　　　③ 3/12 （木）午前 9：30 〜 11：45　　 　    ④ 3/19（木）午後 12：30 〜 2：45
 

　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。

　新・親業体験会 1 　乳幼児ママ ( プレママ ) のための コミュニケーション術
　~ 小さくても わかるんです ~　言うことを聞かない、何度も同じこと言う、ちっとも泣き止まない。 
イヤイヤ期につきあうのウンザリ。これからママになるけど、外国での子育てって不安。 
子供の小さい ( またはおなかの中 ) 今のうちだからこそ身につけたいコミュニケーション
のヒケツをお伝えします。Kid's ルームで行いますので、お子様同伴でマットに座って
お話する形になります。参加者の皆さんとじっくりお話ししながら進めていきます。
　講師 ; 親業訓練協会認定インストラクター・ 元小学校こころの教室相談員です。
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　Gallery COMO プリザーブドフラワー主催　★固まるハーバリウム認定コース
　日本で大流行 ! 東京販売、workshop している商品を作ります。このクラスの特徴は、日本の固まるハー
バリウム インアリウム協会の液とタイで販売している液を比較しながら学びます。対面講習 2 作品と宿題
の作り方説明と花材選び、固まるまで動かせないので一部宿題になります。仕上がった作品の画像を提出
して頂き、修了書を発行します。お申し込み締め切りは、講座の 1 週間前になります。
　　　時　　　2/18（火）午前 10：00 〜午後 1：00 ＆ 19（水）午前 10：00 〜 11：00 締切 2/11（火）
　　　　　　　3/17（火）・18（水）、　4/21（火）・22（水） 他
　　　カリキュラム　① 計算機　② 花時計　直径 3.7cm　 ③ 文字、写真入れキーホルダー
　　　　　　　　　　④ LDE 電飾（日本の LED ライト使用　サイズ 5 × 5cm）　
　　　　　　　　　　⑤ 携帯カバー　日本で販売しているカバー（サイズは選べません）と押し花
　　　　　　　　　　おまけ　ハーバリウムボールペン 
　　　持ち物 アルコール入りウエットティッシュ・ビニール手袋・割りばし・ピンセット・
　　　　　　　　　マスク・目を保護するためにゴーグルかメガネ
　　　参加費（材料費も含む）　　メンバー　B 6000　　ノンメンバー　B 6500　３⽉より値段変更
　　　　＊食洗器不可　レジンアレルギーの方は自己判断でご参加下さい。直射日光に当てないで下さい。

★固まるハーバリウム体験クラス　時　　2/19（水）午前 11：00 〜 12：30
　　　カリキュラム　① お箸置き 3 個セット（サイズ 5 × 2 × 1.8cm)
　　　　　　　　　　② ペン立て 2 個セット（サイズ H3.7cm・直径 4.5cm）
　　　参加費（材料費①②を含む）　　先着 13 名様　　B 1200　　持ち物　なし

★プリザーブドフラワーアレンジメント＆フラワーペタルアート
　在タイ中にプリザーブドフラワーの資格を取得しませんか？
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　　資格習得コース　アレンジメント全 20 回・フラワーペタル
アート 13 回　（テストを含む）1 講座 2 時間半
　体験レッスンをお気軽にお試し下さい .
　　　時　　2/18（火）10：00 〜 12：00  ・ 1：00 〜 3：00 　 2/19（水）10：00 〜 12：00　
　　　アイテム　　バラのオーナメント 
　　　　　　　　　　お花の色を選べます、　画像はイメージです　20 × 10cm
　　　参加費　　　メンバー　B 1,200　　ノンメンバー　B 1,300　
　　　　　　　　　　　　＊材料の都合上、ご予約は１週間前までにお願いします。

　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？ 

★入門クラス　時 　 ① 2/11（火）午前 10：00 〜 11：300　② 2/11（火）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

★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、育て方のコツを知
るクラス。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にして下さい。
お申し込み時に、お子様の生年⽉日をお知らせ下さい。
　　　時　　① 2/13（金） 午前  10：00 〜 11：30　　　② 2/13（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

　Mr.HERO マジックセミナー  　実質無料！　大人も子供も楽しめます !
マジックの仕方を学び、全員でマジックリング大会、そしてショーも楽しめるお得な時間♡
マジックを通じて、『感動』・『驚き』・『笑い』を産み出し、人と人を繋ぎます。企業の社長
さんグループゆえ、参加費相当のマジックグッズ（大人 3000 円、子供 1500 円）をプレ
ゼント！　実質無料の太っ腹セミナーです！さあ、これで君もクラスの人気者〜！
小学生以上でお子様だけ参加の場合、11:45 頃のショーにはご両親様もお越し頂き、ご一緒にご覧下さい。
　　　時　　 日程変更 3/14（土）午前  10：00 〜 12：00     お楽しみに〜♪
　　　参加費　　大人メンバー　B 1000　　ノンメンバー　B 1100　 中学生以上は大人料金
　　　　　　　　子供（幼稚園年中さんから小学６年生まで）　B 500　
　　　　　　　　年少さん以下のお子様は、保護者の方（有料）とご一緒に参加下さい無料（プレゼント無し）

　春休み子供スペシャル　長いお休みを有意義に！今年は特別プログラムが充実です。

　★セブ英語留学ジュニアキャンプ　日本企画 3/26（木）~4/4（土） 新バンコク発 4/5（日）~14（火）
　★ PCN プログラミング教室　3/16（月）〜 21（土）
　その他日替わりカリキュラム有り。1 週間毎、１日毎、カリキュラムをカスタマイズも OK! 
　　　時　　3/16（月）〜 4/18（土） 　4/6（月）、11 〜 15（水）は祭日につきお休みです。
 

　PCN プログラミング＆電子工作 SP 　『子供にも本物を！』ボイスの願いです♡
　2/2（日）マッタ先生のプログラミング教室、面白かったですね。ドローンがプログラミング通りに宙返り !
小学校プログラミング教育必修が、いよいよ始まります。カリキュラムは都道府県、学校によりまちまちで、
担任の先生が教えるそうです？？？何事も経験値が大切です。楽しみながら体験できる機会をお子様に与
えて上げて下さい。。講師は、お馴染み日本の IT 会社女性副社長です。

　　　時　　3/16（月）〜 21（土）午前 9：00 〜午後 7：00
　　　カリキュラム　★無料説明会　プログラミングって何？
★かみつきティラノを動かそう！難易度 ★  30 ピースのブロックを組み立てて
恐竜を作り、プログラミング入門。対象　幼稚園年長さんは保護者同伴、小学生　参加費　B  2,000
★『学校教材 マイクロビット体験＆初級 』 難易度 ★★〜 micro:bit は小さなコンピューター！  LED
を好きな模様に光らせたり♪　自分で音楽を作曲して鳴らしたり♪　実際に使ってみよう。経験者はより
高度なテクニックを。　対象　小学 3 年生〜大人 　年長さん、小学生 1 〜 2 年生は保護者の方と .
　　　参加費 　　初めての人　B 2,500（マイクロビットキットも含む）　　経験者　　B 1,000　
　　　　　　　★ロボットプログラミングで街を作ろう！
　　　　　　　★ ITC ロボットプログラミング
　　　　　　　★ ichigojam　★タミヤロボットプログラムコース　
　　　　　　　　スケジュールの詳細は少々お待ち下さい。

《新サービス》 パーソナルカラー個別診断  　あなたに似合う色を選びます♡
　バンコクはお仕立てがとってもお得！　でも色選びをわかっていないと痛い目に。
リクエストにお答えし、パーソナルカラーリストが個別カウンセリングをとっても
リーズナブルな価格で行います。これで間違わない色選びを！
　　　時　　ご都合の良い日をお知らせ下さい　　
　　　参加費　　　お一人様 60 分　　メンバー　B 1200　ノンメンバー　B 1300  
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《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　　3,4 月のお休みは、各クラスによって異なります。

＊会話初級コース　　週 2 回　全 20 回コース
　　　時　　① 週 2 コース　調整中です。お問い合わせ下さい　
　　　　　　② 週 1 コース　調整中です。お問い合わせ下さい
　　　　　　③ その他（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　調整中です。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　　　只今募集中！　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

　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！
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　　週 1 コース（90 分）　① 2/4（火）〜 午前  9：30 〜 11：00　
　　　　　　その他、お問い合わせ下さい　　　　　　　途中参加 OK ！
　　　参加費　　グループ 8 回コース（1.5 時間）　メンバー　B 4,000

B. プライベートクラス　リクエストにお応えして、個別英会話クラスをスタート！　恥ずかしがら
ずに先生の胸に飛び込みましょう！　　時　只今満席　お問い合わせ下さい　持ち物　　筆記用具　
　　　参加費　　メンバー　10 回チケット（有効期限 4 ヶ⽉）　B 10,000　　　　　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　途中参加 OK ！
　　　時　①中学文法復習コース（前編）5 月スタート（水）午前 1 1：00 〜 12：00
　　　　　② TOEIC 対策コース 　　　　5 月スタート（金）午後 12：45 〜 1：45
　　　参加費　　10 回コース　　メンバー　B 6,500　　　　　QR コード変更→

　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。
新コースは調整中です。お問い合わせ下さい。　参加費（教材費込み）全 8 回　　メンバー　B 6500

＊＊＊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　 1/30 は（木）開催 
　　2/12　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
　　2/19　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
　　2/26　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
　　3/  4    B-1 鶏肉ご飯・冬瓜のスープ・魚のさつま揚げ
　　3/11　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

　　3/18　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

　　3/25　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
　　4/  1　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　　

　　　（水）午後 クラス 1：00 〜  3：30 　 
　　2/12　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

　　2/19　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
　　2/26　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
　　3/  4　A-1 グリーンカレー・揚げ春巻き・ タイ風イカのサラダ 　　　
　　3/11　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
　　3/18　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
　　3/25　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
　　4/  1　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

　　　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）　 メンバー　８回コース　B 5400　　　
　　　　　　　　4 回チケット　B 2800 　　 メンバー　B 750 　　ノンメンバー　1 回　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！　（土）に開催。
　　　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　大人気のカオサンの城戸先生がカンバック！　
　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〜♪　先着 10 名お支払済みの方限定 !
　　　時　　　月に 1 回　( 月 )  午前 9：30 〜 12：30
　　　　　　　① 2/17　（月）　ベーグル＋スコーン
　　　　　　　② 3/  2　（月）　フォカッチャ＋季節のフルーツタルト
　　　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 1100　   ノンメンバー　B  1200



- 5 -

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

　フル−ツカ−ビングコ−ス　　新クラスの詳細は少々お待ち下さい。

《 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　日程はお尋ね下さい　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 ！
　　　　　　日程はお尋ね下さい　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 

　　日本で、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運営中！
　　講師を目指しませんか？　只今アシスタント生募集中！
　   https://www.facebook.com/voicecarvingacademy/

　ソープカービング・アレンジメントコース　カービング本著者 NORIKO 担当
　コースⅤの途中、あるいは終了の方を対象にした見せ方のコースです。単なるアレンジメントだけでな
く、カラーからラッピング、お花のクラフトまで幅広く講習します。決まったデザインでは
なく、その方のオリジナル作品に仕上げますので、帰国後お教室を開く時にも役立ちます。
　　　時　　　 1 月開講予定　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　　　お問い合わせ下さい
　　　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　　タイの思い出に如何ですか？　日時はご相談！　4 名以上で開講
　　　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    お問い合わせ下さい（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　　（木）午前 9：00 〜 12：00　他の曜日はお問い合わせ下さい
　　　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~ 

＊体験クラス　可愛いお雛様を作ってみませんか？　サンプルはショップで。
　　　時　　（月）（木）（金）午前 9：00 〜 12：00　
　　　　　　　ご都合の良い日でお申し込み下さい。その他の作品有り 2 名で開講
　　　参加費（材料費込み）　メンバー B  650　 ノンメンバー　B  700

＊世界共通講師資格試験 TUTOR EXAM  2020　3/2（月）〜 4（水）
＊講師養成クラス開講中！　講師資格者対象に、帰国後実際に講師として活躍するための技術・
　指導法などを伝授！　あなたも世界共通資格を目指しませんか？

　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取得可！
　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（金）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　

　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

　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
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　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

　新・天然石を使ったアクセサリー♡ラボ　初心者のためのアクセサリー作りクラブ 
　2 ⽉より内容を一新します。天然石を使ってピアスとブレスレットを作りながら、 
金具と工具の基礎的な使い方を学びます。更にパーソナルカラー ( シーズンの特徴 ) 
などをプチ習得でき、自分に似合うカラーはどんな感じかを理解。アクセサリーが 
似合うコーディネートもアドバイスします。材料費は石により若干変わります。 
お友達の誕生日や送別のプレゼントに手作りアクセサリーは如何ですか？
　　　作品名　　あなたに似合う色の天然石の『ピアスとブレスレット』
　　　時　　　 （水）午前・午後　その他リクエスト OK ！　2 名で開講
　　　参加費（材料費込み）　メンバー　 B 1200　ノンメンバー 　B 1300　

＊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。
　　　時　　お問い合わせ下さい　午前 10:：00 〜午後 1：00
　　　参加費・材料費は、作品により異なります。

　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）その他お問い合わせ下さい
　　　　　　　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　（水）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！
　草月流のお免状も取得可！
　　　時　 隔週（木）午前 9：30 〜 12：00   午後 1：30 〜  4 ：00
　　　　　　2/20・3/5・19・4/2・23・5/7・21　他 
　　　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！
　　　時　　毎月第 3（火）（水） に講師が来ます。ご予約は１週間前までにお願いします。
　　　　　　　2/18（火）〜 19（水）、3/17（火）〜 18 （水）、　4/21（火）〜 22（水）
＊ 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。
　　　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コース
　　　カリキュラム　　全 20 回（基礎 10 回＋ FUN ＋卒業制作＋テスト）

＊固まるハーバリウム　上記（火）5 種類＋おまけコース、（水）ペン立て＆お箸置きクラス

　　　　　　　　＊体験クラス　バラのアレンジメント　　お花の色は選べます。20X10cm
　　　　　　　　　　　　時　　上記日程　午前 10:：00 〜 12：00、　午後 1：00 〜 3：00
　　　　　　　　　　　　参加費（材料費込み）　　メンバー　B 1200 　ノンメンバー　B 1300
　　　　　　　　　　　　　＊ご予約は１週間前までにお願いします。

　クリスタルフラワ−コ−ス　キラキラ輝く素敵なお花を飾りましょう！水洗い出来ます。
　布の花と違い、型崩れがしません。キラキラと輝く花は、きっとあなた好みでしょう。 
ショップのサンプルを見て、アイテムを選んでお申し込み下さい。 

＊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　　リクエスト募集中！　2 名以上で開講します
　　　　　午前  9：00 〜 12：00　　午後 1：00 〜  4：00 
　　　参加費（材料費込み）　
　　　　　A　　　メンバー　B 930 　ノンメンバー　B 1030
　　　　　B・C　 メンバー　B 1000　 ノンメンバー　B 1100

＊＊＊文化・教養＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　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 ！ 
STR とは？　中国の陰陽五行思想をデータ化したもので、価値観、相性、人生の流れ、バイオリズムが分かります。
欧米にも ZEN として伝わり Facebook，Google などにも支持されている学問です。

★ 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！
２時間半で大切な方の素質、関わり方を学びましょう。お仕事、ご家族、全てに効く処方箋です。
親子だから、夫婦だからと思いつめる必要無し！　入門認定資格が貰えます。
　　　　＊お申し込み時に生年⽉日をお知らせ下さい。
　　　時　　5/18（月）午前 9：00 〜 11：30 
　　　参加費　メンバー　B 1500　ノンメンバー　B1600

  

 



- 7 -

★ままサプリ　　　時　　5/18（月）午後 1：00 〜 2：30　
　　　参加費　メンバー　B 500　ノンメンバー　B 600

★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。中国陰陽五行思想の命式を読み解
ける人を養成します。資格を取得すると、人や組織を診る「命術師」として活躍できます！！
　・価値観が明らかになり、進むべき道が見えるようになる。・他者との違いが分かり、人間関係が楽になります。
　・相性を理解すると他人にイライラしたりコントロールしなくなります。
　・運気を味方にチャンスをうまく掴むことができるようになります。
　一緒に活動しませんか？　この講座は、単なる習い事ではありません。自己投資です。家族が変わる実用講座
です。人生 100 年時代、子育てが一息ついたら何をしますか？　混沌とした時代、中国の叡智は人生のガイド
となります。カウンセリング、セミナー講師、コンサルタントとして幅広く活動できます。
　　　時　　　5/19（火）〜 23（土） 午前 8：30 〜午後 3：30
　　　参加費　　メンバー　264,000 円（日本の協会へお振り込み下さい）
　　　　　STR 基礎申し込みフォーム　https://learn.strtao.com/courses/basic/1189

★ 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　　 5/18 （月）〜 22（金）　　　参加費　　メンバー　B 1500　　ノンメンバー　B 1600
 

★ご家族のデータが欲しい方に朗報です！ STR 個人鑑定サービス開始！　
入門講座の後、自分や家族や友人についてに、調べてみたくなります。鑑定者のお名前、生年⽉日をお知らせ下
さい。又、23:00 〜 24:00 生まれの方はお知らせ下さい。　その他、相性診断、⽉ 10 ヶ⽉、10 カ年も OK
　　　基本鑑定　　メンバー　B 650　　ノンメンバー　B 750　
 

　★個人 URL サービス　日々更新されるデータ、10 ヶ月、10 カ年見放題プラン　5,500 円

　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。

★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 　　お問い合わせ下さい
　　　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＞　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、深い所
でキャッチできるようになります。各コース、ご都合の良い日をお選び下さい。初級Ⅰだけの受講も OK!
　　　時　　お問い合わせ下さい
　　　参加費（1 コース）　　メンバー　B 2900　 　 ノンメンバー　B 3100

＜中級・上級＞の日程は、先生と生徒さんにより決定。元メンバーの方は受付にお問い合わせ下さい。

★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

　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、協会理事の津守慎二先生が担当致します。
　　　時　6/9（火） 9：00 〜 11：00　第 1 回　発達障害の特性
　　　　　　　   11：10 〜  1：10　第 2 回　発達障害に対する基本的配慮
　　　　　　　　　ランチ　希望者はお弁当屋さんに注文しますので、朝受付にて。　
　　　　　　　　  2：00 〜  4：00　第 3 回　障害特性に対する関わり方
　　　　　6/10（水） 9：00 〜 11：00　第 4 回　発達障害に関する基本的な法制度 
　　　　　　　　11：10 〜  1：10　第 5 回　障害特性と医療　
　　　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
　　　テキスト代（全員必須）　B 1200　　＊資格申請は、2/12（水）までに簡単なレポートと認定料
　　　　　　　　4000 円、出席カードのコピーを受付までご持参下さい。

＊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

　バンコク第 2 回・発達障害コミュニケーション中級指導者認定講座
　お待たせしました。2 ⽉より中級講座がスタートしました。資格証明は、実務１年以上
経験者（ボランティアでも証明書が出れば OK!）が対象になりますが、該当しない方も
受講は可能です。全 11 カリキュラムの内、今回は 3 講座を開講します。
　　　時　6/12（金）9：00 〜  11：00　第 4 回　少々お待ち下さい
　　　　　 　 　　   11：10 〜   1：10　第 5 回　少々お待ち下さい　
　　　　　　　　　　ランチ　希望者はお弁当屋さんに注文しますので、朝受付にて。　
　　　　　　　 　   2 ：00 〜   4：00　第 1 回　ソーシャルスキルトレーニング
　　　参加費（プリント代を含む）　　3 講座　　メンバー　B 3,600　　ノンメンバー　B  3,800
　　　　　　　　1 講座　　メンバー　B 1,300　　ノンメンバー　B  1,400　　　持ち物　　筆記用具

　コミュニケーション検定５級検定講座　4 年ぶりの検定です♡
　今の世の中、伝える事がどんどん難しくなっています。発達障害について勉強しても伝え方によって押
し付けになってしまいます。円滑な人間関係を築くためには、欠かせないスキルです。よりよく生きたい方、
人間関係や種々の問題で行き詰まっている方、履歴書に書ける資格を習得したい方にお勧めです。
　　　時　　6/11（木）9：00 〜  12：30　ランチ休憩　13：30 〜   16：00　午前午後 6 時間です。
　　　参加費（資料代を含む）　　　メンバー　B 3600　　ノンメンバー　B 4000
　　　 ＊資格申請は、6/18（木）までに簡単なレポートと認定料 5000 円、出席カードのコピーを受付
　　　　までご持参下さい。　  　　 持ち物　　筆記用具     
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＊カウンセリング　一人で抱え込まないで。個別相談されたい方のために♡
　　　時　　6/9（火）・ 10（水） ・11（木）・12（金）　お一人１時間　　時間は、受付にお尋ね下さい。
　　　参加費　　メンバー　B 2500　　ノンメンバー　B 2600

　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 

＊＊＊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　
　　　　次回　7 月　3 級：午前 9：20 〜 10：20　2 級：午前 10：50 〜午後 12：10
　　　　　＊対策講座は、4 月下旬にスタートします。 

★無料説明会　　時　①  3/2（月）午前 10：00 〜 11：30　　　② 3/2（月）午後 1：00 〜 2：30 

　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 2/17（月）午前 9：30 〜 11：30 　　　② 3/3　（火）午前 9：30 〜 11：30 
　　　　　　　③ 4/27（月）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！　
＊体験クラス　4 月クラス
  　　 時　　① 4/20（月）午前 9：00 〜 10：30　② 4/27（月）午前 9：00 〜 10：30
  　　 　　　③ 4/24（金）午前 9：00 〜 10：30　④ 5/8（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　4 月コース　
　　（月）クラス　4/27・5/11・18・25・6/1・8・15・22・29・7/13　7/20 (test) 
　　（金）クラス　5/8・15・22・29・6/5・12・19・26・7/3・10　　 7/17(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　 
　　　　　　　コース卒業生が復習で入る場合　1 回　B 400

＊中級コース（7 回コース）　あなたもルーシーを極めよう！

　　　時　　　（木）午後 12：00 〜 1：30　開講中！　　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　　　お問い合わせ下さい　　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（1 回）　　メンバー　B 800

＊プロのためのプライベート特訓クラス　リクエスト受付中！

　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（木）午後   7：00 〜   8：00　　③ （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 先生のピラティス　美しい身体作りをしませんか？ちょっとハードなエクササイズ
　　　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！ 

　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
Vol.1　産後トータルケア 6 回コース　　
　　　時　　　第 25 期  4 月下旬スタート予定　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
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Vol.3　インストラクター養成講座　　　
　　　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。

　新・産後を見据えたマタニティーケア講座　安定期以降の妊婦さん対象
　妊娠中に産後の心の備えをしておきましょう。産後、赤ちゃんがいる生活を想定し、如何に生活が変わ
るか、また赤ちゃんが生まれた後の母体の回復についてなど、ストレッチをしながら学びましょう。
　　　時　　　お問い合わせ下さい。
　　　持ち物　　飲み物・動き易い服装で
　　　参加費　　メンバー　B 800　　ノンメンバー　B 900　　　定員　　8 名 
　

★スペシャルイベント　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。お気軽に
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。対象　　産後 0~8 ヶ⽉
　　　時　　2/26（水）午前 11：00 〜 12：00　交流タイム　　　参加費　　B 150

　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）午前 9：00 〜 10：30 　全 8 回　いつからでもご参加 OK ！
　　　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。

＊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
☆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
　体験クラス　　お問い合わせ下さい 　　参加費　　B 250 
　　　時　　　2/4・11・17（月） ・25（火） 　午前 9：30 〜 11：30　最終日は 12 時迄
　　　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

☆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
　　　時　　　お問い合わせ下さい 
　　　参加費（3 回コース）　メンバー　B 2500　ノンメンバー　B 2700　

★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♡
　　　時　　 お問い合わせ下さい　 ( テキスト付、オイルプレゼント ) 
　　　参加費　　　メンバー B1300　　ノンメンバー B1,500 

☆成長期マッサージ　【対象 : 小・中学生】3 時間× 2 回　　定員　5 名
　　　時　　　お問い合わせ下さい　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　
　　　Edu Q 国際ナチュラルタッチ協会公式サイト http://eduqwellness.com

　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　　3/6（金）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　　次回は 9 月予定（金）午前 9：30 〜 12：30 　浄化スプレー作成ワークショップも
　　　参加費（WS 材料費込み）　メンバー　B 6850　 
　　　　＊小学館『バッチフラワー BooK』が必要な方は、受付にご注文下さい。

＊フォローアップセミナー　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
　　　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 500

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

　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　　① 2/18・3/3・10（火）午前 9：30 〜 12：00　
　　　　　　② 2/13・20・27（木）　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 

2 タイ語　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！

　お習字クラブ　　只今生徒募集中！　硬筆だけも OK です。
　　　時　　 （月）クラス　午後 4：00 〜 5：00、4：30 〜 5：30
　　　　　　（金）クラス　午後 4：00 〜 5：00、4：30 〜 5：30　　　　　　　
　　　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
　　　参加費   　8 回コース　B 3600　 　　トライアル　1 回のみ　B 450
　　　　　　　　  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）
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　書き方クラブ　1 年弱お休みでしたがカンバック〜♪　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、
筆の持ち方は幼い内にマスターしないと、大人になって困ります。
　　　時　　 （木）クラス　午後  4：20 〜 5：20　
　　　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　 　　トライアル　1 回のみ　B 450
 　　　　　　　　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 5：15 〜 6：15 

　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。

　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
感覚を養う動きを取り入れ、カラダの土台を作ります。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ましょう。　
＊講師　サイ先生 ( 日本人 )　指導歴 12 年。バンコク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 エム先生 ( タイ人 )　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。
　　　時　　　毎（月） 午後  4：30 〜 5：20　開講中！　いつからでも参加 OK ！
　　　　　　　毎（火） 午後  4：30 〜 5：20　開講中！　　
　　　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　　トライアル（1 回のみ）　B450
　　　　（要事前連絡）　一時帰国の場合は延長 OK。（火・水）間の振替 OK ！　8 回中 3 回延長可

　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　
　　　　日本人学校全校登校日は  2：00 〜 4：00
　　　　　　但し、　5 時間目が有る日は午前に開講。
　　　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
　　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）　
　　　参加費　　８回コース　Ｂ 5100　　　トライアル（1 回のみ）　B 700

 

　C.  特別クラス　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。新規生募集中！
　　　時　　　（水）クラス　毎週　午後 5：00 〜 7：00 　　トライアル（1 回のみ）　B 750　
　　　定員　　10 名まで。残わずか！　　　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 

　アートクラブ　面白い事大好きな、プロのイラストレーターに学びましょう！ 
　様々な素材を使い、楽しくお絵描き＆工作をしましょう。カリキュラム表は受付にて。
　　　時　　　毎（火）午後  4：30 〜 6：00・毎（水）午後  4：00 〜 5：30
　　　カリキュラム　① 2/12（水）絵 バレンタインカード
　　　　　　　  　② 2/19（水）木製お雛様人形をペイントしよう！（材 B280)
　　　対象　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 回のみ）　B 400
　　　　　工作で材料費がかかる時は、別途請求させて頂きます。ご了承下さい。

　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　Oku Eri   Okubo Ryoko
　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　　　第 15 回入選　奥恵理 
　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　
　　11・12 月　Tsuruta Yuki　Sunayama Megumi   Inoue Eri   Yoshi Sakura   Miura Naoko   
　　　Takamiya Tomomi   Nakatani Shizuko   Saikawa Yuko　Asai Yuka　
　　上級合格者　Inagaki Kaori   Nakamyo Mari   Kawajin Yukie
＊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 7 月検定もボイスホビークラブ受講生から『優秀賞』！ライフケアカラー 2 級ムラオカエリさん♡
＊タイ料理修了者　　Sato Toshie   Kawai Akiko   Osako Tomomi  Kanai Hiroko   Minakami Yumi 
＊ソープデザイン修了者　Takagi Erina 
＊フルーツカービング修了者    Iwase Kazuyo   Suzuki Mayumi
＊アンガーマネジメント・キッズインストラクター　モチズキチエ　ササキミユキ　スエヒロアヤカ 
　　　カワジリユキエ　ハヤマモトコ　＊尚、ご本人のご希望で記載していない方もいらっしゃいます。 
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＜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、必ず講座スタートの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。メールと Facebook、
Instagram のメッセージでのキャンセルは、申し訳有りませんが受付できません。必ず営業時
間内にお電話下さい。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、よろしくお願い致します。
　

　＜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
　　　　・風邪や伝染病のお子様はご遠慮下さい　・同室のお友達と安全に過ごせるお子様 
　　参加費　　講座受講 1.5 時間毎に 150B/ 人　※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、お断りさせて頂く場合もあります。
　※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事もあります。
　※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。

　　　　＊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　　　　　3/2（月）〜 6（金）・5/11（月）〜 15（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）・おもちゃ
　　　　　　  　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・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 1 ⽉：プラティープ財団さん→イスラム貧困地区に。
　　　3 ⽉２回：クロントイ幼稚園へ。5 ⽉：106 さん→カンチャナブリ小学校へ。
　　　7 ⽉：プラティープ財団さん→カンチャナブリの孤児院『生き直しの学校』へ。
　　　９⽉：プラティープ財団さん→クロントイ警察さん→洪水被害のウボンラチャタニの皆様に。
　　　11 ⽉：プラティープ財団さん→クロントイスラムとカンチャナブリの孤児院『生き直しの学校』
　　　2-20 年 1 ⽉：クロントイ幼稚園へ
　　　　　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。

　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！　カネカ薬品の Q10（日本の化粧品の規定 25 倍＝医薬品）、グリコの美白、リフトアップはド
イツのリラスティン等の世界 No.1 の原料を集めた逸品！　。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！要予約！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  時  2/20（木）・3/13（金）・4/21（火）午後 1：00 〜 2： 00
 

　　　　　　　　　　　　　　　★『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）80g 入り B 1800 → B1150
 

　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！
 

★ 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！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 日本で爆発的に売れている『ファンクティア MCT オイル』中鎖脂肪酸オイル　B 289

No.4 8 年ぶりのカンバック商品『ハーバルパット』B 680『ハーブアイマスク』B 390 売れてます。

No.5『パパイヤリーフティー』と『大高勇気さんの中国茶』　　
No.6『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 ★日本でも書きやすさで定評のあるペンテルさんのエナージェルボールペン　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、ボイス価格 B 55 ！

SP ★『レモングラス蚊除けスプレ＝』残り僅か！
　　　　　　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〜！
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＜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。

　　　　　　　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.21 ＞只今配布中！
　　　　　　　各常設講座の案内用 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、詳細が分かります。ご利用下さいませ。

＜お知らせ＞春休み子供スペシャルは、3/16（月）〜 4/18（土）まで　4/6・13~15 はお休みです。
新企画のバンコク発セブ英語留学もお忘れなく！　

＜ラケットクラブ送迎シャトルについて＞　
ラケットクラブ発シャトル時刻表　　　　　　　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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜営業時間＞　（月〜金）8：30 〜 18：00
　　　　　　　　　（土）　9：00 〜 16：00　
　　　　　　　　（日・祭日）特別講座のみ
　

＜ボイスホビークラブのお休み＞　
　4/6（月）は祭日、4/11（土）〜 4/15（水）はソンクラーンの為、お休みです。

＜ボイスタイランドの発行書籍は、メンバーカードで割引 OK ！＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FACE Vol.22 配布中 !

　　只今、浴衣販売、浴衣＆着物レンタルも受け賜り中！　

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

　
　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

 

 


