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VOICE HOBBY CLUB ☎02-119-7250～1☎02-119-7250～1
月～金 8:30～18:00/土 9:00～16:00月～金 8:30～18:00/土 9:00～16:00受付

在タイ中のNo.1必須科目!日本人好
みのメニューを選りすぐり、元タイレ
ストランオーナーシェフからタイ料理
のコツを学びましょう!毎回3品のお

常設クラス1

タイ料理

野菜や果物、石鹸を美しく彫刻するこの 
工芸は、その昔王室内のみで受け継がれ 
たそうです。初級 10 回だけでも、タイ料 
理に添えたり、果物の切り方などおもて 
なしに使えます。コースV終了者には修 
了証発行。日本の『ボイスカービングア 
カデミー』と連携。
しばらく休講中です。
お問い合わせ下さい。

在タイ必須科目!
伝統工芸フルーツカービング

生け花サロン
キラキラ輝く素敵なお花。ワイ
ヤ-で花びらの型を作り、樹脂
液につけ膜を張り、それを組
み合わせてお花を作ります。
型くずれせず、水洗いも可能。

クリスタルフラワー

在タイ記念にオリジナル作品を ! 初め
はハンカチサイズの布で基本の 5テク
ニックを学びます。その後シルクやＴ
シャツ・スカーフ・パレオ等お好きな
ものに挑戦 ! 初回でも素敵な作品が仕
上がります。コース終了者には修了証
あり。
★体験あり
時：（月）13:00～16:00

布の水彩画バティック
バナナの葉でお皿や器を作
るバイトーン工芸。ジャス
ミンの花で作る素敵な香り
のプワンマライは、結婚式
やお供えに飾られます。そ
の他竹細工など、様々な素
材にチャレンジ!　

〈タイ手工芸〉バイトーン＆プワンマライ

分かりやすいカリキュラムに定評!
VOICE（Thailand）発行のベストセラー
書籍『タイ語の覚え方使い方』を使って、
使えるタイ語を正しい発音で学びま
しょう！

タイ語会話
タイ語の初級会話を終了した方で、文字の
読み書きを勉強したい方にオススメのクラ
ス。可愛い形のタイ文字は、日本でも人気
♪文字が読めるとタイ国内旅行にも役立
ち、スーパーでお得なおまけまでゲットで
きちゃいますね♥書き方の初歩から学びま
す。
☆タイ文字初級コース（全20回）
時：お問い合わせ下さい。

タイ文字

ご帰国後に復職されたい方や、
英語力をさらに上げたい方は、
TOEIC に挑戦してご帰国までに
履歴書に書けるスコアを目指しま
せんか？英検 1 級・TOEIC 満点
講師がTOEICの解き方のコツを

TOEIC対策コース

世界共通講師資格を Get しよう！
南米生まれ、オランダ育ちの日本
人好みのペーパークラフト。グリー
ティングカードや立体作品もでき
る総合ペーパークラフトです。簡単

パーチメントクラフト
世界共通講師資格講座 

数枚のカードを切り抜き、
シリコンをはさんで積み重
ねるペーパーアート。知的
ゲームに挑戦!1回の講習で、
額に入れて仕上がります。
経験者は、切り方の説明を

シャドーBOX
世界で大人気の手作りシルバー
アクセサリー。純銀+水+糊=銀
粘土だから成形しやすく、5 分の
焼成で簡単に純銀のオリジナル
アクセサリーが作れます。
基礎・応用と 3 種類の審査課題
に合格すれば、在タイ中に『銀技
能士資格』をゲット可!
★半日体験あり
時：（金）9:30～12:00 他

アートクレイシルバー

在タイ中にプロの技を身
につけよう ! マニアに大
うけの小さな粘土細工の
クラス。日本のプロにも
定評の高い技術。タイの
果物や屋台など、タイの
記念に作りませんか？初
めは、パン屋さん、ケー

ミニ粘土細工

似合う色のオリジナルアクセサリー
を作ってみませんか？講師は、パー
ソナルカラーアドバイザーなので、
「色」についても一緒に学べるお得な
クラス。手作りアクセサリーで、『自
分色のコーディネート』を！
体験：『乙女の可愛いピアス（イヤリ

假屋崎省吾先生の愛弟子、澤田光遊先
生の素敵なクラス。普通の生け花クラス
とは一味も二味も違います。華道草月流
の基本とフリースタイルの2種類を学べ
る素敵なサロン。綺麗な花に囲まれた優
雅なひと時を。
時:2/6・2/20・3/5・3/19・4/2・4/23

各講座、定員になり次第締め切らせていただきます。受講料は、必ず講座がスタートする一
週間前までにお支払い下さい。キャンセル可能日は、開講日の一週間前までです。一週間を
過ぎますとキャンセル不可能となり、ご返金もできませんのでご了承下さい。万が一、ご受
講できなくなった場合は、ウエイティングの方がいる場合もありますのでできるだけお早めに
ご連絡下さい。事前であれば、日時の変更ができる場合もありますのでご相談下さい。

在タイ生活を有意義に♥ 講座の
お申込み
について

※記載以外は要お問い合わせN

N

N

簡単で美味しく、見栄えの良いお料
理を学びましょう。食卓のレパート
リーを増やしませんか？意外に知ら
ない和食のイロハも学べますよ！
★お袋の味でご家族大喜びの
　和食講座 
★簡単おもてなし料理　
★季節のイベント・パーティー料理

Madamyの簡単クッキング

資格・お免状取得が可能 タイならでは平日夜 or土日OK 和の講座新講座アイコン説明

プロのイラストレーターによるク
ラスです。タイの思い出を絵にし
て、焼いてみませんか？アイテム
は、ベンジャロンの器、お皿、マ
グカップの中から選べます。焼き
付けて食器としてお使い頂けます。
乾いてから焼きますので、お引き
取りは1週間後になります。
時：9:30～12:00/13:00～15:30
日程はご相談下さい。

絵
画

お部屋にあなたの描いた絵を飾りません
か？『絵心がないから。。。』なんて心配御
無用！紙の張り方からグラデーション、
筆・色の使い方等順に 10 回、基礎から
指導致します。先生も一緒に絵を描きな
がら説明致しますので、とてもわかりや
すいと定評のある授業。

水彩画界の巨匠　
ソンポート先生の水彩画 絵が描けないと思い込んでいません

か ? 気軽に絵が描けたら良いですよ
ね。プロのイラストレーターに、簡単
でオシャレな絵の描き方のコツを伝
授してもらいましょう♡　ジェル

誰でも描けるイラスト入門講座 ベンジャロン絵付け
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和裁クラブ 着付け基礎

『在タイ期間を有意義に！』をモットーに、1993年1月にオープンしたカルチャーセンターです。
お陰様で28年目になりました～♪　皆様の日頃のご愛顧本当に有難うございます。

ボイスの講座やイベントは、皆様にご満足頂けますよう、スタッフ一同日々努力致します。
リクエストやお気づきの点がございましたら、お気軽に受付までお知らせ下さい。
登録料B500でご入会頂けます。有効期限は無期限で、年会費も不要です。
講座の講習料とボイス発行書籍のお値段をメンバ－価格にさせて頂きます。

ボイスホビークラブのご案内

得なクラス。日本人通訳が日本に帰ってから
の代用品なども説明。8回×2コース まとめて
のお支払いで10%オフ!
時 ：（水）9:30～12:00/13:00～15:00

カオサンの老舗パン 屋さん『こんに
ちパン』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
ド修行を積んだホンモノ♡パンを焼
いている間にお菓子も作り、先生の
手作りパンの試食もありと、至れり
尽くせり♡あっという間に満席にな
るのでお見逃しなく
★クラスの日はパン販売もあり♪
時：2/17・3/2（月）他 

こんにちパン

★世界の味巡り
時 ：9:00～12:00/13:00～16:00　

☆会話初級・週2コース（全20回）
☆会話初級・週1コース（全20回）
☆プライベート、旅行者タイ語あり。
※随時スタートしますので、
日程はお問い合わせ下さい。 

お伝えしていきます♪点数 UP の嬉しい
お知らせが続々と届いています♥
★TOEIC対策：5/15（金）～

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。音の学習なので、英語
初心者でも大丈夫です♥
★説明会：4/28（火） 9:00～10:00
時：5/12（火）～　全8回

大人のフォニックス

時 ：リクエストでプライベート実施中！
9:00～12:00/13:00～16:00　

時：毎（金）10:00～13:00
初級スタート日はお問い合わせ下さい。

にオリジナル作品も作れます。まずは体験ク
ラスを。グリーティングカード・新おひな様・ウ
ェルカムボードなど様 な々作品から選べます。
時： （月）（木）（金）9:00～12:00  体験あり。

キ屋さん、パフェ、フルーツなど。
時：毎（月）・隔（水）9:30～12:00　★半日体験あり

事前に受け取り、お家でカットも可。カ
ードは、和・タイ・ヨーロピアンあり。
1回毎のお申し込み。 
時 ：（水）9:30～12:30 他 

ング）＆ブレスレット』
時：お問い合わせ下さい
10:00～12:30/13:00～15:30

（木）9:30～12:00/13:30～16:00
★半日体験あり

★半日講座
コサージュ、季節のリースなど　
時：お問い合わせ下さい
9:00～12:00/13:00～16:00 

カ
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田岡先生の劇的カラー変身！ パーソナルカラー検定
日本カラーコーディネーター協会主
催の使える公式検定。検定日は毎年
2、7 月。 衣食住に全て役立つ色の知
識、安全な生活と美味しい食事、色
の効果など実生活に役立つ内容で
す。色の基礎知識を習得し、彩りあ
る生活にしてみませんか？

ライフケアカラー検定

★次回検定：7月　★対策講座：4月後半スタート
★無料説明会：3/2(月)・4月後半 午前/午後

日本カラーコーディネーター協会主
催の使える公式検定。検定日は毎年
2、7月。髪、瞳、肌の3つの色素から、
似合う色を診断。今まで似合うと思
い込んでいた色、意外と違っている
かも？ パーソナルカラー活用アドバ
イザーとして、様々な場面で実践で
きるようになりませんか？
★次回検定：7月　★対策講座：4月後半スタート
★無料説明会：3/2(月)・4月後半 午前/午後

カラー歴 25 年のベテランに学ぼう !
人の第一印象はわずか 5 秒で決まり
ます。日々のファッションやメイク、
生活の中に色を活かせてますか？海
外でも活躍中の田岡道子先生から、
パーソナルカラーの基礎を学びましょう。
参加者全員に似合う色の診断も! 
時：2/17（月）・3/3（火）・4/27（月）
9:30～11:30

タイや近隣諸国の布やシルクで
浴衣や着物、帯を縫いませんか？ 
本格的和裁がプロの和裁師から
学べるチャンスです。オリジナル
の浴衣や帯を作りましょう。親子
でペアも可愛いですよ。
時: （水）（金）9:00～12:00

（木）13:00～16:00
（土）月2回12:30～15:30 

年中浴衣が着られるここバンコ
ク。ちょっとしたパーティーやコ
ンサートに浴衣で出かけません
か？女子力Up!タイの人にも喜ば
れます。自分で綺麗に着れ、帯も
お洒落に結べたら、今度は単衣の
着物に挑戦!お子様の着付けもお
好み次第！  3回コース、1回レッスンもあり　
時:（水）（金）13:00～15:00　（木）9:30～11:30

（土）9:30～11:30　リクエスト可 

算命学
陰陽五行は、東洋人の感性
から生まれた物事の考え
方、捉え方です。算命学は、
その陰陽五行を理論的に
解明し、見えない現象を見るための学問で
あり、占技としても、経済界や政界でも大き
な信頼を集めています。★私を知る算命学
入門 ★子育て法★勉強コース（初級・中級・
上級） ★プライベート鑑定　

在タイ中に使える会話力を身に付
けよ う !  大人気の生きた英語を学
ぶクラス。 英会話の基礎力をつけ、
日常で使える フレーズを覚えま
しょう !  自己紹介・ あいさつ・レ
ストラン・ショッピング・ ファスト
フード店・空港・ホテル等で 役立
つ表現を学びます。（全 8 回）
時：（火）（木） 9:30～11:00
　　※途中参加も可。

シーン別英語表現

本当に英語力を変えたい方のための英
語ジム。今日本は空前の英語ブーム。
タイ語中心のタイとはいえ、せっかく
海外にいるこの機会に英語をもう一度
復習してみませんか？ とても分かり
やすいと評判のクラスです。2020年、

中学文法復習コース

中学文法からやり直してみましょう♪
★中学文法復習（前編）：5/20（水）～
★中学文法復習（後編）：9月～

午前・午後別メニュー　
1回だけの受講もOK！ （土）にプライベートクラスもあり。

ボールペンと色鉛
筆を使います。1回、
3回コースあり。
時:リクエスト制 

時：お問い合わせ下さい

色で楽しむ『ハー
バリウム』を作ろ
う！ 日本で大流行

ハーバリウム

のハーバリウムとは、『植物標本』という
意味。お好きなプリザーブドフラワーや
アートフラワー、木の実を選んで、オリジ
ナルのインテリアアクセサリーを作りま
しょう！あなたのセンスでお洒落なプレ
ゼントを♪Norikoとお話ししながら、楽しいひと時を～♪
3名様よりリクエストOK！

ボイスホビークラブの最新情報をお届け！

ご登録よろしく
お願いします♥

インスタグラムFacebookLINE＠
ホームページ

リニューアルしました
★

初めての方は、

New Member 説明会に

お越し下さい♪

詳しくは P2 で★

天然石を使ったアクセサリー♡らぼ

※近日LINEのQRコードが変わります。登録できない場合は、HPから♪


