ボイスの講座 PICK UP
医療法人の公式検定

発達障害コミュニケーション初級・中級指導者講座
3 歳児検診で 3 割以上のお子さんが『発達障

☎02-119-7250 〜1（ボイスホビークラブ）

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、

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。

HP の WEB 版 Voice News をご覧下さい。

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。

ステンドグラス作家

私を知る算命学

松井先生のステンドグラス教室

身近な存在。
『発達障害』とは何かを知り、接
しょう。今回バンコクで初めて中級の 3 講座も
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・

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

句』
。お雛様や兜、鯉のぼりなど、キラキラ

流れや内臓の働きを改善。体質改善や健

輝くステンドグラスをお家に飾って日本の

康維持におすすめ！

節句を味わいませんか？ 2 時間半のちょっ

★体験 :4/20・27( 月 )・4/24・5/8( 金 )

とだけ体験クラス、カットからする 5 時間

午前

の入門クラス、経験者のためのブラッシュ

★初級：午前 10 回コース 4/27（月）
〜
陰陽五行に興味のある方、占いに興味のある

アップクラス等お好みのクラスを♪

発達障害児との付き合い方のエキスパート津

方、東洋の英知を体験しに来ませんか？

●時 :2/26（水）
〜29（土）午前 / 午後

守慎二先生です。
★2/5( 水 ) 初級①③② ★2/6( 木 ) 初級④⑤

★カウンセリングご希望の方はお早めに。

★2/7( 金 ) 中級①②③

★私を知る算命学入門

★体験クラス：2 時間半

●時 :2/11( 火 ) 他

★入門クラス：5 時間 or 2 時間半 ×2 回

★暮らしに役立つ算命学「子育て法」

★ブラッシュアップクラス：2 日間

陰陽五行でお子さんの「本質」を見ていき、

new

育て方のコツを知るクラスです。10 歳まで

new

MR.HEROのマジックセミナー

旬な女性起業家による無料講演会

「帰国後のキャリアについて考える」

IchigoJam開発者・松田先生来タイSP★

カムロボット・プログラミング体験会

駐在妻としてバンコクに来られた女性の中に

小学校のプログラミング
教育必修化への準備は
できていますか？楽しみ
ながら先取りできる機会
をぜひお子様に与えて

は、ご主人の転勤に伴い仕事を辞めて来ら
れた方、結婚・出産のために家庭に入られた
方など、様々な境遇の方がいらっしゃいます。
「本当はもっと働きたかった」
「帰国後に仕事

来を創造し続ける』というミッションと共に女

復帰できるかどうか不安」など、モヤモヤが

性の活躍の場を広げてきた石原さんに、まず

ある方は多いのではないでしょうか。

は日本の現状を聞いてみませんか？

この度、昨年「 Forbes JAPAN WOMEN

※以前のご職業によりご参加頂くお時間が異

AWARD 2019」と「WOMAN'S VALUE

なります。

AWARD 2019」をダブルで受賞された（株）

★営業・マーケティング・システム関連の

Surpass の代表取締役・石原亮子さんにお

ご経験がある方：2/27( 木 ) 9:00〜10:30
★その他のお仕事をされていた方：

『女性と社会の架け橋になり、全ての人の未

2/27( 木 ) 11:00〜12:30

タイの想い出を絵に残しましょう！

ソンポート先生の水彩画

ご家族は 11:40 頃、お迎えがてらショーをご覧
下さい♪

て生きていく土台となります。

●時 :4 月スタート
★鑑定コース
ご自身とご家族について講師が鑑定しま
す。詳細はお問い合わせ下さい。

ママさん集合〜♡

バランスボール de 産後トータルケア

バンコク発★春休み
セブ島ジュニアキャンプ

り得ないお得さで実現できるのが、バンコ

ジ、
体力の低下、
体のトラブルはありませんか？

−で花びらの型を作り、樹脂液につけ膜を張り、

御無用！ 紙の張り方からグラデーション、筆・

様に体験させてあげませんか？ 近年、毎回

それを組み合わせてお花を作ります。型くずれ

クからたったの 4 時間のセブ島。ぜひこの

色の使い方等順に10回、基礎から指導致しま

産後 2ヶ月以上の赤ちゃんとママ対象。

長期休みには100 名以上の規模で日本から

せず、なんと水洗いも可能。単発でご参加でき

素晴らしい体験をプレゼントしてあげて下

す。先生も一緒に絵を描きながら説明致します

★インストラクター養成講座

参加者が殺到するというセブ島の英語学校

ますので、コサージュや季節のリースなど、お好

さいね。親御様同行プランもあり♡

ので、とてもわかりやすいと定評のある授業で

★産後ケアPARK:2/26( 水 )・4 月下旬

First English Global College のジュニア

きなデザインをお選び下さい♡

●時：4/5( 日 )〜4/14( 火 ) Noriko 同行

す。一生の趣味を得てみませんか？

( 産後 0〜8ヶ月)

キャンプ。朝から晩まで勉強するため英語

●時：お問い合わせ下さい。リクエスト可。

※お申込締切：2/29( 土 )

●初級10回( 金 )10:00〜13:00

★マタニティケア講座 :3 月下旬

はもちろんのこと、共同生活を通じてそれ以

9:00〜12:00/13:00〜16:00

ボイスに資料あり。お問い合わせ下さい。

スタート日はお問い合わせ下さい。

( 安定期以降の妊婦さん )

本帰国後の

医療

制あり！

ゆたかデンタルクリニック

付き
シッター
ベビー ーム完備
キッズル

FACE 読者限定プロモーション
受付時「FACE 広告を見た」とお伝え頂いた方に限り

皆さまとのご縁を大切に、誠実に。

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）

口内チェック無料！

シグネットホームは、

データ化し、人の価 値

はじめまして！

日本人経営

です。大切な人の素質、

牧嶋 恭平

日本人通訳常駐

各種保険申請書類対応

☎02-260-2570、065-707-5308（日本人）

（ソイ 26 入口。BTS プロンポン駅からすぐ）

キャッシュレス対応（ヘルスケアカード）
BTS
スクンビット通り
プロンポン
ソイ

診療時間 10：00 ～ 19：00（事前予約制）
場所 702 Sukhumvit Soi 26

浴衣

＆小物

販売＆レンタル

エンポリアム
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てや使い方を学び、マイトリートメントボトル
も作ります♡●時：3/6( 金 )
★セルフケア講座：ご自身やご家族に合ったレ
メディを選ぶために、38 種のレメディや開発者
バッチ博士の哲学を学びます(全6回)。

My

VOICE

HISTORY ♥

ボイスで学ぶ生徒さんの
* 受講 歴 * をヒモ解きます！

豊富な品揃え

今回は、2 度のタイ赴任を経て 3 月に本帰国
される馬場さんにご登場いただきました☆
馬場 奈美さん

（在タイ歴：2年11ヶ月（1度目）
4年11ヶ月（2度目）
）

巾着・髪飾り

・フッ素塗布…700B ～

★基礎講座：バッチフラワーレメディについ

●時：2/4( 火 ) 他

女の子用・男の子用甚平

トリートメント
コーディネーター

すための自然療法。

★フォローアップ ( 受講生対象 )

女の子用・男の子用浴衣

・歯石除去（クリーニング）…1,500B

治療科目 ・充填治療（詰め物治療）一面…1,300B ～（成人）
☎084-361-6845（井田 G.M.）こんにちは

観、運勢、バイオリズム
を客観的に診る人間学

●時：9 月予定

女性用・男性用浴衣

対象期間：2020 年 4 月末まで

あなたと住まいをつなぎます。

（いだ こういちろう）

サポート体

安心・安全の歯科治療とサービスを提供する

「 み ん な の 笑 顔 と 喜 び 」を

ブログ http://cygnet.namjai.cc

STR とは、陰 陽 五 行を

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。

その人との関係を読み解きます。ご本人とご

8:30〜15:30

家族の関係性が分かり、生きやすくなります。

帰国後お仕事にしたい方のための本気コース。企

★入門：5/18（月）9:00〜11:30

業コンサル、人事、人間関係全般に使えます。

子育てがキャリアになる資格取得講座。子

★カウンセリング：5/18（月）
〜22（金）夕方

供・旦那さんの気持ちがわからない、自分の

★ままサプリ〜もうイライラしない！100% あなたのま

生き方がわからない、そんなあなたへおすす

まで愛されママになる秘訣♥

め。ランチ懇親会あり。

●5/18（月）13:00〜14:30

〜23（土）
★プロ基礎講座：5/19（火）

★個人鑑定サービスは通年あり

new

パーソナルカラー個別診断

ディは、英国で開発された心のバランスを取り戻

長〜い春休み、英語漬けの 10 日間をお子

生み出すために
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4/21( 火 )

ませんか？ 『絵心がないから。
。
。
』なんて心配

☎085-481-1793

ハーバルボール

花のエッセンスで心のケアをするフラワーレメ

★産後トータルケア：

の他、サイエンスクラスや現地でのボラン

だけでお部屋のオシャレ度が UPします♪ワイヤ

すべては

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

帰って来るこのキャンプ、この度ソンクラン

環境も大きな変化が。出産による体へのダメー

井田浩一郎

※
（土）にプライベートレッスンも可

の時期にバンコク出発バージョンを特別に

妊娠出産を経て、母となった女性は体も心も

（さくらい かなめ）

特別集中レッスンもあり

●時：毎( 水 ) 9:30〜12:00/13:00〜15:00

パーソナルカラー&ライフケアカラー

ティア活動、アイランドホッピング等のア

www.cygnethome.com

★日本で講師をされている方のための

プコース

外のことも学んで、一回りたくましくなって

クティビティーも盛り沢山♪ 他の国ではあ

Cygnet Real Estate Co., Ltd.

★インストラクターのためのスキルアッ

OK！お好きなメニューを習得しましょう！

在タイ期間に公式資格をGet！

中に絵心を！お部屋にあなたの描いた絵を飾り

02-103-3223〜4（代表）

★上級：10 回コース

支払頂くと 10% オフと更にお得に。単発参加も

new

1993年オープン当初から不動の人気！在タイ

！
を
動
感
へ
い
住ま

★中級：7 回コース

るお得なレッスン。8 回 ×2 コースをまとめてお

自然の力で心のケアを♡

キラキラ輝く素敵なお花は、お部屋に一つ飾る

主婦の味方！

or 5/8( 金 )〜

バッチフラワーレメディ講座

ロビット)、
かみつきティラノ、
ICTクラスもあり。

マンツーマンレッスン、少人数レッスン

不動産

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

在タイ中に覚えたい !

●時 :2/13( 木 )
★私を知る算命学初級 6 回コース

あげて下さいね。
この度、
プログラミングの基盤 IchigoJam を開発し、
IT 企業社長・プログラマーとしてご活躍中の
松田優一先生による特別体験会を開催しま
す。世界からの遅れを取り戻すため、日本の
子供たちにプログラミングの楽しさを伝えら
れている先生のクラス、お見逃しなく♪
★カムロボットプログラミング体験会
●時：2/2( 日 ) ※その他、micro:bit( マイク

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 :3/7( 土 )10:00〜12:00

に本質を確立することで、本人が自信をもっ

企画して頂きました！

桜井 要（M.D.）

ルーシーダットン集中講座

いつからでもスタートOK☆

★今回のテーマは『桃の節句と端午の節

し方を理解することで人との関わり方を学びま

クリスタルフラワー

タイで古くから伝わる健康体操

人気！ヴィチット先生のタイ料理

年に 2〜3 回のみの特別クラス

害の疑い』と言われている今、
『発達障害』は

話を聞く機会を頂けることになりました。

HP www.voicehobbyclub.com FB ボイスホビークラブ LINE@ pqw2989k IG voicehobbyclub

着付けのお道具

←パーソナルカラー・
ライフケアカラー
1級合格

など♪

詳細はこちら
浴衣で
お出かけ♡
学校の
イベントで★

浴衣
パーティーに♪

↑→フラワーペタル
アートの作品

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、7月中旬予定。ボイスのきめ細かい対策
講座は、日本でも有名な合格率の高さ！ 4

ご自分に、ご主人様に似合う色を診てもらい

回連続最優秀賞受賞！

たい。そんなリクエストにお応えして、破格で

★無料説明会:3/2( 月 )・4 月下旬

診断を行います♪スーツオーダーの前に知っ

★対策講座 7 回コース開講中！ 集中講座も

ておくと有益ですよ♥

あり

●ご予約制。ご都合の良い日時をリクエスト！

コメント
ボイスを知ったのは来タイ間もない頃に先輩ママからの紹介でした。その後、田岡道子先生のセミナー
をきっかけに色の魅力を知り、色彩の勉強を始めました。ボイスでの検定対策講座では同じ目標を持つ仲
間がいたこともあり、楽しい時間でした。
1 度目の在タイ中にせっかく取ったカラーの資格を眠らせるのはもったいないと思い、帰国後すぐに、
他のカラーの資格や J カラー認定講師の資格を取り、地元のカルチャーセンターや公民館で細々と活動し
ていました。その矢先に再来タイ。
2 度目の来タイ後は、ボイスにてカラー検定対策講座やものづくりフェスタのお手伝いをさせて頂きな
がら、時々単発で興味深い講座に参加したりしていました。ボイスでは、常に新しい時代に沿った様々な
分野の講座やセミナーが開催されていて、色々刺激を頂きました。帰国後は、この経験を活かしつつ、ス
キルアップ出来たら嬉しく思います。長い間、ありがとうございました。

My VOICE HISTORY ♥ from 2011 ★お子様
現在
2010年 2011年 2012年 2013年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ↓
9月
8月 4月
★劇的カラー
★ライフケアカラー検定1級講座
来タイ
帰国 来タイ
エクササイズなど
変身セミナー
パーソナルカラー検定
★フラワーペタル
アート
3.2 級講座★
発達障害
STR入門
★ ★
ライフケアカラー検定★
コミュニケーション ★
3 級講座
風水講座
セミナー
★英検対策
春休みキッズSP ★
★
英検対策
(日本にてパーソナル1級、ライフケア2 級、Jカラー認定講師取得)
長い間本当にありがとうございました♥ 日本でのご活躍を楽しみにしています♪
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