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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

ママさん集合～♡
バランスボールde産後トータルケア

★産後トータルケア
妊娠出産を経て、母と
なった女性は体も心も
環境も大きな変化が。
出産による体へのダ
メージ、体力の低下、

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

在タイ中に覚えたい !
ハーバルボール

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:9/26（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♪
※残念ながら、6月は中止させて頂きます。

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

パーソナルカラー個別診断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 2 種。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 月下旬予定。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回連続最優秀賞受賞！
★無料説明会:5/29（金）午前
★対策講座7回コース6月上旬スタート！
オンラインクラスもあり！

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 :5/18・25（月）・5/22・5/29（金）
　午前9:00～10:30
★初級 :午前10回コース 
　5/25（月）・5/29（金）
★中級：7回コース
★上級：10回コース 6/11（木）
★インストラクターのためのスキルアッ
プコース

子育てママのお助けマン　
津守先生のオンライン子育て講座
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。お家にいる時間
が多い今、6 月は特別にオンライン講座を
開講して頂けることになりました！今回は、
指導者認定講座ではなく、発達障害と子
育てをテーマにした全ての子育てママや
教育者の方に向けた講座です。頑張って
いる方々の心が少しでも楽になりますよう
に♡「認められる」「褒められる」「大事に
される」事の大切さをお伝えします。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。
★オンライン子育て講座：
(水) 13:30～15:00
①5/27  発達障害って何？
②6/10 発達障害って珍しくはない？
③6/17 愛着障害ってどんなもの？
④6/24 感覚統合って何？
⑤7/1 学習支援って特別なもの？
★発達障害コミュニケーション指導者認

クリスタルフラワー

キラキラ輝く素敵なお花は、お部屋に一つ飾る
だけでお部屋のオシャレ度が UP します♪ワイ
ヤー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、なんと水洗いも可能。単発でご参
加できますので、コサージュや季節のリースな
ど、お好きなデザインをお選び下さい♡
●時：お問い合わせ下さい。リクエスト可。
9:00～12:00/13:00～16:00 

Norikoのアートくらぶ

　お絵描きや工作ができないと思
い込んでいる子も、色や形を楽し
む事で簡単にアートの世界へ。
　この 30 年、子供達の美術教育
に関わって来て一番残念なのは、
最近の子はやる前から「できない」
と言う事。「できない」のではなく、
「やった事がない」だけなのに。
　昭和 20 年後半から 30 年代の
日本の美術教育は、素晴らしかっ
たと言われています。今は、新し
いモノがドンドン入って来て、削
られるのは、図工、美術、生活、
家庭科、技術など、実生活に役立
つモノ！感受性と美的感覚は、一
生モノ！
　カリキュラムは、色遊び（色彩
学）・デザイン・お絵かき工作・ク
ラフト（粘土・手芸・工作）等を
週替わりで盛り沢山♪
　元アパレルデザイナーのNoriko

new

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

1993年オープン当初から不動の人気！在タイ
中に絵心を！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で
す。一生の趣味を得てみませんか？
●初級10回　毎（金）10:00～13:00
6/5（金）スタート！

3月大人気だったクラスが常設に！
親子deリトミック＆英語deリトミック

new

★親子リトミック：
講師のピアノに合わせて、親子で
楽しく体操、運動、劇遊びをします。
音感やリズム感を、小さい時から
養いましょう♪
対象：1～3歳のお子様とお母様
時：毎（火） 15:00～16:00
★英語deリトミック：

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
★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:お問い合わせ下さい

ご自分に、ご主人様に似合う色を診てもらい
たい。そんなリクエストにお応えして、破格で
診断を行います♪スーツや洋服のオーダーの
前に知っておくと有益ですよ♥
●都合の良い日時リクエスト制

★日本で講師をされている方のための
特別集中レッスンもあり

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。
認定コースの初級の 4 回は、オンライン受講がで
きるようになりました♪
★プリザーブドフラワーアレンジメント（全20回）：
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。
★Flower Petal Art（13回）：プリザーブドフラワー
の花びらを使って、絵を描く感覚で作るアート。
時:お問い合わせ下さい
通学によるリアル講座は、6月以降に開講。

当面の間、コロナウイルス

の状況により講座の日時や

詳細が変更になる場合があ

り ま す。最 新 の 情 報 は、

LINE や FB、HP にてお届け

していますので、ご確認下

さい。また、お気軽にお電

話にてお問い合わせ下さい。

5〜6月の
講座について

体のトラブルはありませんか？産後 2ヶ月以
上の赤ちゃんとママ対象。
★インストラクター養成講座
★産後ケアPARK（産後0～8ヶ月）
★マタニティケア講座
（安定期以降の妊婦さん）

英語を使って、音に合わせて体操、運動、劇遊びをします。
音感と英語、両方一緒に学びましょう♪こちらは、お子様の
みでご参加下さい。
対象：年少～小2
時：毎（火） 16:20～17:20　各種2組以上で開講♪

と一緒に、大きくなっても
実生活に活かせる体験をし
ましょう♪
対象：幼稚園～小6
時：毎(木 ) 16:00～17:30

定講座：
・初級：7月以降にリアル講座を開講します。
・中級：6月にオンラインにて開講します。
お問い合わせ下さい。

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、親子で通って下さっている塚本さん

にご登場いただきました☆

コメント　

　私のボイス初訪問は、来タイ直後に先輩奥様に案内して頂いた時でした。それから半年以上が過ぎ、
子供が登園を始め、晴れて自由の身になった喜び？と共にニューメンバー説明会に参加しました。
　心身の健康やスピリチュアルに興味があり、EduQ キッズ Fun マッサージやタロット、お灸などを興味
のおもむくまま受講し、学ぶ楽しさを味わいました。中でも算命学は、学問の考え方と先生のお人柄に魅
了され、ゆっくり学んでいます。
　私は不器用で、何かを作る講座は受けておらず手元に残る作品はありませんが、それぞれの講座で得

ボイス一同もいつも塚本さんの笑顔に癒されています♪とっても素敵な夢、ぜひ叶えて下さいね♥

1月 10月 11月 12月 2月 4月 5月 7月 9月 9月 11月 10月 

My VOICE HISTORY ♥ from 2017

2018年 2019年 2020年

塚本 素子さん
（2017年1月～、在タイ歴3年3ヶ月）

2017年
現在
↓

★
★
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★

★

★

来タイ

←タロット講座の修了書を
持って、太智くん（5歳）と♪

た気づきや知識、先生方やご一緒した受講生の方々との出会いが、私にとっての作品です。いつか悩みを
持つ方の心に寄り添う活動をするのが密かな夢で、その時に講座での学びを生かせたらと思っています。
　また、通う度に受付の方々とのお喋りやあたたかな雰囲気に癒され、ボイスは心和む大好きな場所です。
　ボイスさん、いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします！

医療 本帰国後のサポート体制あり！

EduQキッズ
Funマッサージ

お灸/クリスタルリーディング

フラワーレメディー
基礎

★

キッズエクササイズ

お子様

オルゴナイト

レイキ
 タロット基礎

アンガー
マネジメント

↑算命学のレジュメ
ファイル

不動産 主婦の味方！

販売＆レンタル
＆小物

女性用・男性用浴衣

女の子用・男の子用浴衣

女の子用・男の子用甚平

巾着・髪飾り

着付けのお道具　など♪

豊富な品揃え

浴衣浴衣

浴衣
パーティーに♪

詳細はこちら

学校の
イベントで★

浴衣で
お出かけ♡

START

START

START

算命学入門・初級・中級算命学入門・初級・中級

すべては
 「みんなの笑顔と喜び」を

生み出すために
皆さまとのご縁を大切に、誠実に。

シグネットホームは、
あなたと住まいをつなぎます。

井田浩一郎　
（いだ こういちろう）
☎084-361-6845

こんにちは

ブログ
桜井 要 (M.D.)
(さくらい かなめ) 
桜井 要 (M.D.)
(さくらい かなめ) 

は
じ
め
ま
し
て
！

☎084-361-6845（井田Deputy M.D.）
　02-103-3223～4 （代表）
Cygnet Real Estate Co., Ltd.
www.cygnethome.com
        http://cygnet.namjai.cc

住まいへ感動を！
      

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）

・歯石除去（クリーニング）…1,500B
・充填治療（詰め物治療）一面…1,300B ～（成人）
・フッ素塗布…700B ～

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

治療科目

スクンビット通りBTS
プロンポン

対象期間：2020年7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
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