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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

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

元アフィリエイターが教える！
ブログ運営講座
タイに来てからブログを
始めてみたけれど、どう
やって運営していけばい
いのか迷っていません
か？ 当講座では、今の時
代にあったブログの運営
方法や、日本へ帰国した
後も役立つビジネススキ
ルが身につきます。講師

まぼろしのパンコース至福の時！デモンストレーションを見ながら
5つ星デザートコースを食べる会

贅沢講座、約1年ぶりに復活です！リッツカー
ルトン・ヒルトンホテルでの経験を経て、バン
コクでも複数の大人気店でご活躍の一流パテ
シエ・長谷川先生が考える極上デザートを食
べてみませんか？プロのデモンストレーション
を見ながら、美味しいDessertをランチコース
として召し上がって頂きます♥ 月 1 回、毎回
違うメニューで開催です♪
●①9/15（火）：パフェ＆おかずパンケーキ
　②10/6（火）：かぼちゃ＆さつまいもデザート

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、2 月予定。
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！
パーソナルカラーは、PR からビジネス戦略まで活かせ
る色の実践です。ライフケアカラーは、衣食住の色を学
び、キャリアに活かすことができる内容です。帰国後の
就職にも活かせる検定、ぜひ在タイ中にチャレンジして
みませんか？まずは、無料説明会にお越し下さいね♥
★無料説明会 :9/14（月）・10/30（金） 午前/午後
★対策講座7回コース9月スタート！

カフェごはん　By Hashu
「笑顔や出会いの種を蒔く =Hashu（播
種）」をテーマにしたお料理教室♥ メディ
アにも多数掲載された東京の人気レスト
ランカフェのオーナーシェフをしていた講
師から学べます♪毎回3種類・3人分のお
料理を作ります。お教室で作った後は、そ
のままお持ち帰り頂けますので、ランチや
ご家族とのディナーにして下さいね♪お一
人でのご参加もお友達一緒のご参加も大
歓迎です★
●時：9:00～11:30・12:30～15:00
①8/10（月）：お家で簡単！本格的！ミート
ソース！アレンジ料理もご紹介♥
ガーリックシュリンプ、いつものタマゴサ
ラダが変わるタマゴカップサラダ
②9/14（月）：ボリューム満点！ジャガオム
レツ！お野菜たっぷりドライカレー、お手
軽マリネ
③9/28（月）：ポン！と簡単♪チキントマト
煮、サラダのレパートリーを増やすタラモ
サラダ、自家製ドレッシング
④10/12（月）：忙しい日に大活躍！絶品タ
ンドリーチキン、昔ながらのプリン、みん
な大好きコーンポタージュ
⑤10/30（金）：ハロウィン特別メニュー★

そろばんくらぶ

お待たせしました！今までもお問い合わせ頂いておりました、お子様向け『そろばん』
のクラスがスタートします★『読み・書き・そろばん』は『学習の基本』と昔から言われて
きましたが、お子さんがそろばんを学ぶ事で、計算力の他にも、観察力・イメージやひらめき・
記憶力・集中力・情報処理能力・聞く力・読む力等が身につきます！ やはり試してみる価値は、
有りそうですネ♪ お子様の基礎能力を伸ばす機会を与えてあげましょう ！夏休みは短期
コースで、9 月から常設コースになります。（月）（金）は初心者限定、（土）は初心者＆
経験者両方 OK！定員が限られていますので、常設講座ご希望の方は、お早めにご予約
下さいね♪
★8月夏休みSP：
（月）9:30～10:30　　（月）10:45～11:45
（金）13:00～14:00　（金）14:15～15:15
（土）13:00～14:00　（土）14:15～15:15
★9月常設クラス：
・年長～小2：（月）（金）15:45～16:45　（土）13:15～14:15
・小3～小6：（月）（金）17:00～18:00　（土）14:30～15:30

new

new

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
9/4（金）スタート！

バレエ

現役プリマドンナ ARINA 先生によるバレエ
クラスです♥ ARINA 先生は、2歳からバレエ
一筋で、本格的なイギリスの指導法も学んだ
プロ講師！美しい姿勢と柔軟な身体作りをし

在タイ中に覚えたい !
ハーバルボール

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
★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

カオサン通りの老舗パン屋
さん「こんにちパン」オー
ナーが自ら教えてくれるとっ
ても貴重なパンレッスン♥

パーチメントクラフト

南米生まれ、オランダ育ちで日本人好みの
ペーパークラフト♪特殊な紙に下絵を写して
模様を描き、穴を開けたり、浮き彫りを出した
り、着色したりして、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。
1 枚の紙がいつの間にかにレースのような美
しい作品に！簡単にオリジナルデザインの作
品も作れます♡世界共通の講師資格も取得
可。まずは体験クラスへお越し下さいね♪
★体験クラス：（月）（火）（金）9:30～12:00

田岡先生のカラーシリーズ
カラー歴 25 年で大手
日系メーカーのカラー
コンサルティングも行う
ベテラン・田岡先生の
セミナー、種類が増え
て更にパワーアップ★
まだ受けていないセミ

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 :（金）10/2・10/9、
　　　　（月）10/12・10/19
★初級 :10回コース
　（金）10/9～、（月）10/19～
★中級：7回コース

ながら、バレエの基礎を学びませんか？バレエが初めての方も大歓迎です♪
＜大人バレエ＞
★初心者クラス：（火）11:45～12:45（金）14:10～15:10（9月から）
★経験者クラス：（金）13:00～14:00
＜こどもバレエ＞
★3～5歳クラス：（木）16:00～16:45（金）15:15～16:00
★6～8歳クラス：（木）17:00～18:00（金）14:10～15:10（8月のみ）
7月に開催した初回トライアルには、沢山の方々にご参加頂きました♪
8月以降も初回トライアル可能ですので、お気軽にご予約下さいね♥
見学もOKです！

new

ナーは、要CHECKです♪
★Men'sカラーセミナー：
8/8（土）・9/12（土）・10/17（土）
★子供の成長と色との関係：
8/19（水）
★親子カラーセミナー：
8/24（月）
★劇的カラー変身セミナー：
9/16（水）・10/20（火）

★上級：10回コース
★インストラクターのためのスキルアップコース
★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

長いお休みを経て、復活です！日本の有名パ
ンブランドで修業を積んだホンモノの技術。
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♡見
逃せません♪
●①9/7（月） ②9/21（月） ③10/19（月）

は、黒にんにくでお馴染みのDaily Garlic創業
者であり元アフィリエイターの中西先生。これ
からブログを持ちたい初心者の方も大歓迎★
サイトの立ち上げから丁寧に教えていきます。
★第1回目：8/10（月）9:30～11:30、他

※変更の可能性あり。最新情報は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、タイならではのスキルを順番に習得

されている岩瀬さんにご登場いただきました☆

コメント　

　タイに赴任し 3～4ヶ月経ち、タイの生活にも慣れて暇を持て余していた時、情報誌でボイスを知りました。
まず興味を持ったのが、ルーシーダットン。ただ、話を聞くとちょっとキツそうで、身体を動かすのが大嫌いな私
は、ムリかな～と断念…。そこで習い始めたのが、カービング。最初は、初めて持つカービングナイフが上手く
使えず、肩こりが！そのうち、作品が出来上がるのが楽しくなり、不器用ながらも50回の授業を修了しました★
　次に始めたのが、タイ文字。タイ語の発音って、難しいですよね。「タイ文字を勉強すると発音ができ
るようになる」と人から聞き、受講しました。少しだけれど、看板やレストランのメニューが読めるよう
になりました♥まだまだ全部を読むことはできませんし、発音も棒読みですが…。少しだけでもタイ文字
が書けるって自慢になるかな？^^タイ文字、可愛いですしね♪タイ語の勉強をされている方、これから

いつもボイスを明るくして下さる岩瀬さん♥ぜひこれからもタイカルチャーを満喫されて下さいね★

9月 2月 4月 6月 7月 12月 

My VOICE HISTORY ♥ from 2019

2018年 2019年 2020年

岩瀬 和代さん
（2018年9月～、在タイ歴1年10ヶ月）

現在
↓

来タイ

↑タイ語で自己紹介←ソープカー
ビングのアレン
ジメント
↓お料理に添
えたフルーツ
カービング

↑タイ料理

勉強する方に、ぜひオススメします！
　今は、タイ料理を始めたばかりです。帰国後、日本で手に
入る食材や調味料の代用品を教えてもらえるので、大助か
り！最後は、初心に戻って、ルーシーダットンを覚えて帰国
かなぁ～♪と考えています。

START

START
START

タイ文字

タイ料理
カービングカービング

＆小物

女性用・男性用浴衣

女の子用・男の子用浴衣

女性用小紋・訪問着

巾着・髪飾り

着付け（有料）もあり♪

＆＆
浴衣浴衣
着物着物

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♡

★一部、販売も有り

レンタル

生け花サロンの
詳細はこちら♥

表紙に載り切らなかった素敵なお花たち♥
あなたも生け花サロンで優雅なひと時を過ごしませんか？

Ikebana Gallery ～生け花ギャラリー～
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