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　3 月以降新赴任の方はまだ入国されていない模様ですが、一時帰国中の方は徐々に
戻って来られましたネ。14 日間の隔離生活を無事乗り越えて下さい♡ コロナが無くな
る事は無いので、これからは”With コロナ”で如何に快適に過ごすか？がテーマですネ。
日本人学校も 9/3 から登校が決定し、ママ達は一安心！オンライン授業生活お疲れ様で
した。『夏休み子供スペシャル』も 9/7（月）までに延長します！『コロナ対策のお願い』
をお守り頂き、子供達もママ達もハッピーに〜♪大人向け新企画も盛り沢山です！ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　各クラス情報は、LINE をご登録下さい♡　→

《コロナウイルス対策ご協力のお願い》
　いつもボイスホビークラブをご利用下さり、誠に有難うございます。今後も安心で安全な環境でご利用
頂けるように務めたいと思いますので、ご来店の皆様は、下記のお約束を必ず守って下さい。 
　＊ご本人及びご家族が海外から帰国の方は、2 週間経ってからお越し下さい
　＊体調の悪い時はご遠慮下さい　＊お出かけ前に検温され、37.5 以上の場合はご遠慮下さい
　＊必ずマスクをご着用下さい　　＊ボイス到着時には、『除菌剤さぶぅ』をお使い下さい
　＊クラス毎に定員を少なくします　＊窓を開けながらエアコンをかけます
　＊ソーシャルディスタンス
　＊用具（ヨガマットなど）ご使用時も『除菌剤さぶぅ』をご使用下さい
　　＊その他気がついた事を実行して行きます。　ボイスホビークラブ　

　元アフィリエイターが教える！ Web メディア運用講座　帰国後も使えるスキルを Get
　　　　　　　　　　　　　Web メディアとは、ブログや Facebook、Instagram、Youtube など情報
　　　　　　　　　　　　　発信できる媒体のこと。あなたが自立した人生を送る為に役立つ、情報発信
　　　　　　　　　　　　　のスキルを身につける講座です。パソコンが分からない初心者の方も大丈夫！
　　　　　　　　　　　　　　★自分のメディアを持つことで得られる３つの自由！　
　　　　　　　　　　　　　１共通の価値観をもつ仲間と繋がれる　２あなたのファンが増える
　　　　　　　　　　　　　３働き方の幅が広がる
★こんな人にオススメ！　- 今の生活に閉塞感を持っていて、現状を変えていきたい方
- ブログなどのメディアを運営しているけど方向性に迷っている方　-net でモノを販売することに興味の
ある方　- 自分の好きなことについて情報発信してみたい方　- タイにいる間にスキルアップしたい方

★カリキュラム　第 1 回目（入門）- ウェブメディア運営の基本的な考え方
　　　① 9/8（火）午前 9：30 〜 11：30　② 9/29（火）午前 9：30 〜 11：30
　　　持ち物　　筆記用具・PC、スマホ（テザリング用）or ポケット wifi
　　　参加費（お茶・お菓子付き）　メンバー　B 800　　ノンメンバー　B900　

　　第 2 回目 10 月前半開講 - ウェブメディアのテーマ決め - 専門アカウントを立ち上げる
　　　　　　　　　　　　 　  - 情報発信を行う＆似た興味の人とつながる
　　第 3 回目 10 月後半開講 -LINE@ にオーディエンスを集める - プロダクトの検証 - ゼロイチ立てる
　　第 4 回目 11 月前半開講 - プロダクトの改善を行う - プロダクトのブランディング

　　　　　　　　　　　　　　- ウェブサイトを立ち上げる①
　　第５回目 11 月後半開講 - ウェブサイトを立ち上げる② - ウェブサイトの情報設計＆運営方法
　　- 本帰国後もメディア運営を継続していくアイデア - ビジネスをさらに広げていく方法 -　
　講師は、パソコン１台で仕事をしながらアジアの国を旅する。最近メインサイトを４つ売却した元アフ
リエーター。起業家。現在は Web マーケティングのスキルを活かして、『黒ニンニク事業』を収益化。
　追加企画　『YouTube の作り方』9/8（火）午後 1：00 〜 3：00 

　極上 Dessert を食べたい方に『5 つ星創作 Dessert コースを食べる会』復活〜♪
　半年程お休みだったあのクラスが帰って来ました〜♪　日本のリッツカールトン、ヒルトンホテルなど
で活躍したパテシエ長谷川先生の本気の創作デザートを、目の前で作って貰って食べると言う、究極のラ
ンチコース♡　何と贅沢なコースでしょう！　毎回前日まで考えながら作って下さるので、　
何が出てくるかはお楽しみ〜♪　今回は日記だったメニュー２セット

　　　時　①長谷川先生の自信作！『パフェ＆パンケーキ』を再び〜♪
　　　　　　　日程変更！　9/17（木）午前 10：00 〜午後 1：00
　　　メニュー　ゴルゴンゾーラチーズクリームとトマトバジルシャーベット・
　　　　（チーズとトマトジュレのコンビネーションは、他では味わえません）
　　　　野菜とソーセージのパンケーキ
　　　　　（お子様にも栄養満点 !）
　　　　ヨーグルトパンナコッタとベリーのパフェ
　　　　　（味の深さが嬉しいパフェ）

　　　　　②『かぼちゃ & さつまいもがデザートに変身♡』
　　　　　　　10/6（火）午前 10：00 〜午後 1：00
　　　メニュー　　サツマイモのモンブラン・
　　　　　　　　　かぼちゃのヘルシースコーン・
　　　　　　　　　サツマイモとかぼちゃのグラタン
　　　持ち物　　筆記用具　
　　　参加費　　メンバー　B　1100　　ノンメンバー　B 1200

講座の詳細はこちら→
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　　　　　　　　  No.5　9/28（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す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　タラモサラダ・自家製ドレッシング

　　　　　　　  　No.6　10/12（月）忙しい日に大活躍！絶品タンドリーチキン・
　　　　　　　　　　　　みんな大好きコーンポタージュ・昔ながらのプリン

　　　　　　　     No.7　10/30（金）ハロウィン特別メニュー★

　　　　　持ち物　　お食事を入れて帰る為の大きなタッパ３個＋紙袋・エプロン・お手拭き・筆記用具
　　　　　参加費（3 品 3 人分の材料費込み）　　メンバー　B 1200　　ノンメンバー　B 1300

＊＊＊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　　　
　在タイ中に資格を Get ！　あなたの時間を有意義に使いませんか？帰国後の就職にも有利です。
＊色彩活用ライフケアカラー検定　衣食住の色を学び、キャリアに活かすことが出来ます。 
＊色彩活用パーソナルカラー検定　自己 PR からビジネス戦略まで活かせる色の実践です。

　　検定日時　ライフケアカラー・パーソナルカラー共　
　次回　2021 年 2/11（木）　　3 級：午前 9：20 〜 10：20　2 級：午前 10：50 〜 12：10　　　

　＊無料説明会　9/14（月）・10/30（金）午前 10：00 〜 11：30・午後 1：00 〜 2：30 

＊ライフケアカラー 3 級対策講座 
　時　①（火）午前 9：30 〜 12：00　9/22・29・10/6・20・27・11/3・10　
　　　②オンライン講座　10 月スタート予定　日時要相談　7 回
　　　③集中講座　12 月スタート予定　午前 9：30 〜 12：30　6 回
　　　持ち物　筆記用具・定規・はさみ・スティックのり　　
　　　参加費　　メンバー　B 5500　　　検定料（送料他を含む）　B 3100
　　　教材費（テキスト・カラーチップ・補助テキスト） B 1800　

＊ライフケアカラー 2 級対策講座 
　時　①（水）午前 9：30 〜 12：00　9/23,30,10/7,14,21,28,11/4 計 7 回
　　　持ち物　筆記用具・定規・はさみ・スティックのり・3 級で作成した PCCS トーンマップ
　　　参加費 （7 回コース）  メンバー　B 6700　　　教材費　B 1500  　
　　　検定料（送料・振り込み料を含む）　B 4000

＊パーソナルカラー 3 級対策講座 
　時　①（月）午前 9：30 〜 12：00　9/21・28・10/5・12・19・26・11/9 
　　　②（水）午前 9：30 〜 12：00　11/25・12/2・9,16・23・1/13・20
　　　③（金）午後 1：00 〜   3：30　12/4・11・18・1/8・15・22・29　
　　　④オンライン講座　10 月スタート予定　日時要相談　7 回

　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 9/10（木）9：30 〜 11：45　　　　②  9/22（火）午後 12：30 〜 2：45　　　　
　　　　　　　③ 10/5  （月）9：30 〜 11：45　　　　④ 10/20（火）午後 12：30 〜 2：45

　尚、入会ご希望の方は、お帰り時間が混み合いますので、お手続きのため 10 分早くお越し下さい。

　新・現役プリマドンナによるバレエ教室 子供編　お姫様、王子様になろう〜♡
　本物のバレエリーナ ARINA 先生は、2 歳からバレエ一筋。本格的なイギリスの指導法も学んだプロ講師
です。子供達に楽しくバレエの基礎を教えてくれます。美しい姿勢と柔軟な身体を作りましょう。
いつからでもお入り頂けます。新規生募集中！
　　初級 3 〜 5 歳クラス　① 毎（木）午後 4：00 〜 4： 45
　　　　　　　　　　　　② 毎（金）時間変更　午後 3：15 〜 4： 00　
　　　　6 〜 8 歳クラス　 ① 毎（木）午後 5：00 〜 6：00 　
　　　　　　　　　　　　② 毎（金）午後 2：10 〜 3： 10 　8/25 迄　その後は（木）
　　追加　経験者クラス　9 月より　毎（火）午後 5：30 〜 6：30 
　　　参加費（8 回コース）　　B 3,600　　トライアル（1 回のみ　B400）
　　　振替　　事前に連絡頂いた場合、2 回延長可能。一時帰国の場合も延長可能。 
　　　服装　　レオタード（B450）・タイツ（B 350）あるいは靴下（B 100）・シューズ（B 650）
　　　　　　　先生に頼めます。 
 

　新・現役プリマドンナによるバレエ教室 大人編　リクエストにより大人クラスも開講！ 
　大人バレエの効用は？　・立ち姿が美しくなる　・全身の筋肉を鍛える　・柔軟性が身につく
　・気分転換になる　・頭の体操になる　などなど。さあ、あなたもチャレンジしませんか？
　　　時　① 初心者（火）午前 11：45 〜 12：45　　② 初心者 9 月〜（金）午後 2：10 〜 3： 10
　　　　　③ 経験者（金）午後 1：00 〜 2：00
　　　服装　　必ずレオタードを着ないといけない訳では有りません。T シャツ＋緩めのパンツでも OK!
　　　　　　　好みでレオタード・スカート・タイツ・バレエシューズ（初回は無くても可）
　　　持ち物　飲み物・タオル
　　　参加費 (8 回コース ) メンバー　B 4,000　　　トライアル 1 回のみ　B 400
　　　　　　　コース期間中、事前連絡で 2 回延長可能。一時帰国も、延長可能。

　新・Hashu のカフェごはん　日本の女性カフェオーナーシェフのクラス♡
　　　　　　　　　　　　　新しく『笑顔や出会いの種を蒔く＝ Hashu』をテーマにしたお料理教室。
　　　　　　　　　　　　　嬉しいことに毎回３種類のおシャレなお料理が学べ、３人分のお料理を作り、
　　　　　　　　　　　　　そのままお持ち帰りでお夕食に〜。ナント合理的！　
　　　　　　　　　　　　　毎月 1 〜２回、違うメニューでお送りします。　
　　　　　　　　　　時　　 午前クラス   9：00 〜 11：30　　　 午後クラス   12：30 〜 3：00　 
　　　　　　　　　No.4　9/14（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



- 3 -

　　　⑤集中講座　12 月スタート予定　午前 9：30 〜 12：30　6 回
　　　持ち物　　筆記用具・定規・はさみ・スティックのり
　　　参加費　メンバー　B 5500　　教材費　B 1965　　検定料（送料・振り込み料を含む）　B 3100

＊パーソナルカラー 2 級対策講座 
　　　時　①（水）午前 9：30 〜 12：00　9/23・30・10/7・14・21・28・11/4
　　　　　②（月）午前 9：30 〜 12：00　11/23・30・12/14・21・1/11・18・25
　　　持ち物　　筆記用具・3 級の本・色鉛筆・配色カード・3 級で作ったコラージュ
　　　参加費（7 回コース）　メンバー　B 6700　　　教材費　B 1750  　
　　　検定料（送料・振り込み料を含む）　B 4000

　Men's カラーセミナー & 診断会　男性だって色は大事！
　第一印象は 5 秒で決まる！バンコクに赴任されてから、何を着たら良いのか
分からなくなった。ゴルフウェアを選ぶ時にはどんな色がいいの？などなど。
日本とバンコクでは色の見え方が違うので、今まで着ていた色がしっくりこない！
そんな方の為に、男性向けのカラー診断 20 色付きカラーセミナーを開催！　
ご自分にぴったりの色を見つけてみませんか？
　　　時　　① 9/12（土）午後 1：00 〜 3：30
　　　参加費　　大人　B 1000　　同伴の奥様（診断有り） B 500　　子供（診断有り）　B 300

　田岡道子先生の劇的カラー変身！　世界で活躍、カラー歴 21 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！　パーソナルカラーの簡単診断付き。
　　　時　　① 9/16（水）午前 9：30 〜 11：30　② 10/20（火）9：30 〜 11：30 
　　　参加費　　メンバー & ノンメンバー　B 1000 

《コロナに負けるな！ボイス★オンライン講座 》一時帰国中の方、家に篭るのに慣れて
しまった方にオススメ！お家サロンで質の高い講座を受講！ Zoom アプリをダウンロードして下さいネ。

★ボイス★オンラインプライベート英会話　普通のオンラインで有りした人はコレ！
　オンライン英会話レッスン、「やったことはあるけれど続かなかった・・・」、「やってみたいけれど、ど
れを選べば良いか分からない・・・」。そんな経験は、ありませんか？　ボイスの大人・お子様向け英語で
お馴染みの Achieve English Gym・Reina 先生が、フィリピン・セブ島の英語学校 First English 
Global College とコラボし、ご自宅にいながらオンラインで学習して頂けるプログラムを開始しました。
　　　担当講師　　英語のレッスンは、First English Global College の優秀なフィリピン人講師　　
　　　　　　　　　英語学習方法のアドバイスや進捗フォローは Reina 先生です。 
　　　　　　　　　＊学習が続く仕組み、上達する仕組みが組み込まれたプログラムです。
　　　対象　4 歳〜大人　お子様も大人の方も、本当に英語力を伸ばしたい方は大歓迎です♪
　　　レベル　　ご希望に応じた内容のオンラインレッスン＆ Reina 先生のフォローアップ！
　＊一般的なオンライン英会話と違う 6 つのポイント　詳細は、HP をご覧下さいね♪
　＊無料カウンセリングと無料体験レッスン！ QR コードよりお入り頂き、ご予約下さい。

★ Reina 先生オンライン英検対策　英語を基礎から始めたい大人の方にもおススメ！
　英検対策　じっくり英語のレベル UP ★　英検が中止になっても、英語の学習をやめる理由にはなりま
せんよね！　次に英検を受ける時には、もう一つ上の級を目指せるくらい、しっかり英語を学びませんか？

　日本人学校生もインター生も、学習中の英語が「何となく理解できているような、できていないような・・・」
というお子様は、ぜひレッスンを受けてみて下さい。日本から参加してくれているお子様も♪
　　　対象　　小学生〜大学生　　初めてのお子様も大歓迎！
　　　内容　　級別（5 〜準 1 級）リーディング、ライティング、リスニング能力 Up ！
　　　担当講師　　英検 1 級・海外大学卒の Reina 先生。レベルのご相談は、お気軽に
　　　　　　　　　LINE で ^^ ♪　※ QR コードリンク先の HP に記載しています。
　　　時　　　　級毎に週 1 〜 2 回　　　　参加費　　10 回チケット　B 6000　

★ STR オンライン入門講座　会社、ご家族、友人、全ての人間関係に使えます♡
コロナの影響で、しばらくは入門講座とカウンセリングをオンラインで行います。
　日本では『帝王学』として会社経営者、人事の方にファンの多いメソッドです。対象は
中学生以上〜大人まで、どなたでもご参加頂けます。ご家族ご一緒にご参加下さい。
STR の講座は、再受講が無料です。奥が深いので、繰り返し受講されるとより有効です。ご本人の鑑定書

（5500 円相当）をプレゼント。ご家族のフル鑑定は、別途 (P6) お申し込み下さい。
　　　講師　　経営理論から家族問題までに堪能な、中国滞在 15 年 KYOU 先生。日本より。
　　　時　　① 9/12 （土）午前 9：00 〜 11：30　　 ② 10/17 （土）午後 1：00 〜 3： 30
　　　参加方法　　QR コードよりよりお入り下さい。受講の流れを説明しています。
　　　参加費　　Paypal　5500 円　　ボイス窓口払い　メンバー　B 1700  ノンメンバー　B 1800
★ STR オンライン個別カウンセリング　　Zoom で講師と直接面談
★ STR 個人鑑定サービス　＊ご家族のデータが欲しい方に朗報です！
　入門講座の後、自分や家族について調べてみたくなります。鑑定したい方のお名前、
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。）
一般診断の他、相性、今後 10 ヶ月、10 カ年の運勢も可能です。
　　　基本鑑定　　メンバー　B 650　　ノンメンバー　B 750　お二人目から B100 引き。

★プログラミングオンライン体験　日本からのオンライン ZOOM 使用　リアルはお待ち下さい
　　　担当講師は、日本の IT 会社副社長、PCN タイランド代表松谷洋子先生です。
★スクラッチ★　小学校指定のプログラミングツール　PC やタブレットと WiFi があれば、直ぐに
学習が可能。一番初めてのプログラミング学習として、最適なツールです。作る楽しさ、考える楽しさを
　《体験会内容》　・スクラッチをさわってみよう！　・スクラッチキャットを歩かせよう！
　　・スクラッチキャットと世界や宇宙や海底に冒険に行こう！　・スクラッチでゲームを作ろう！
　　　時　　所要時間 2 時間 15 分　ご都合のよ時間をリクエスト下さい
　　　対象　　小学１年生以上〜　　　　定員　　各回　5 名
　　　必要な物　　PC・Wi-Fi 環境
　　　参加費（キット代込み）　　B 1,000（事前にお支払い下さい。）
★ マイクロビット★　マイクロビットは小さなコンピュータ！　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♪　実験道具を作ったり♪、手作りゲーム機を作ったり♪　
プログラミング＋工作ができるのはマイクロビットだけ！　《体験会内容》　・LED を光らせたり、音楽を
鳴らしたりしよう！　・じゃんけんゲームを作ろう！・電気をコントロールして「おもちゃライト」を！
　　　時　　所要時間 1 時間 30 分　ご都合のよ時間をリクエスト下さい
　　　　　　　※事前にキットをお受け取り下さい。
 　　　対象　　小学 3 年生〜大人　　小学 1 〜 2 年生は、保護者の方と一緒に。
　　　必要な物　　PC・Wi-Fi 環境　　　定員　先着 2 名のみ
　　　参加費（キット代込み）　B 2,500　（事前にお支払い下さい。）
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《常設講座 》　講座の詳細は、QR コードから。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　さあ、再スタートです♪　
＊会話初級コース　　週 2 回　全 20 回コース
　　　時① 9/14 〜（月）（水）午前 9：15 〜 10：45　　② 9/14 〜（月）（水）午前 11：00 〜 12：30
　　　　③ 9/15 〜（火）（金）午前 9：15 〜 10：45　　週 1 コース・その他（土）・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　定員　3 〜 8 名

＊タイ文字初級コース　　週 2 回　全 20 回コース　　
　　　時　　　週 1 コース　 9/15 〜（火）午前 10：00 〜 11：30 
　　　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　　　（火）・（水）・（金）午前 11：40 〜 12：40       （土）午後クラス募集中！　
　　　　　　　プライベートオンライン講座も受付中！　お問い合わせ下さい。
　　　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！

　大人のフォニックス　（初級）　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。
　★無料説明会　9/8（火）午前 10：30 〜 11：30
　　　時　　9/22 より毎（火）午前 10：30 〜 12：00　　定員　3 〜 8 名
　　　参加費（教材費込み）全 8 回（1.5 時間）　　メンバー　B 6500

　アウトプット実践英会話　初中級者向けの楽しい ESL コースです♪　
英語は、実は中学文法と語彙を増やすだけで話せるようになるのです。あとは、アウトプットあるのみ！
文法・リスニングの基礎練習から始め、毎回違う方法で自分の意見や考えを英語で言えるように訓練して
いきます。もっと自由に英語で話せるように、一緒に楽しく訓練しましょう★
　★無料説明会　9/11（金）午前 10：30 〜 11：30
　　　時　　9/18 より毎（金）午前 10：30 〜 12：00　　定員　3 〜 8 名
　　　参加費（教材費込み）全 8 回（1.5 時間）　　メンバー　B 6500 

　シーン別会話表現コース（初級）　英語を話したい初級の方にオススメ。
　初級会話で使う言葉は、ある程度限られます。使えるフレーズを覚えて、英語を使いましょう！　
　　　時　　9/16 より毎（水）午前 10：30 〜 12：00　　定員　3 〜 8 名
　　　参加費（教材費込み）　全 8 回（1.5 時間）　　メンバー　B 6500

　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　10 回コース
　　　時　①中学文法復習コース（前編）9/17（木）午前 1 1：00 〜 12：00
　　　　　② TOEIC 対策コース 　　　　9/18（金）午後 12：45 〜 1：45
　　　参加費　　10 回コース　　メンバー　B 6,500　　　　　

＊＊＊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　 

　　9/9　   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
　　9/16     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
　　9/23　 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
　　9/30　 B-1 鶏肉ご飯・冬瓜のスープ・魚のさつま揚げ
　　10/7　 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

　　10/14　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

　　10/21　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
　　10/28 　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 　
　　9/9　   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

　　9/16　 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
　　9/23　 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
　　9/30　 A-1 グリーンカレー・揚げ春巻き・ タイ風イカのサラダ 　　　
　　10/7　 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
　　10/14　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
　　10/21    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
　　10/28　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 

　極上 Dessert を食べたい方に『5 つ星創作 Dessert コースを食べる会』復活！
　　詳細は、P1 をご覧下さい。
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　幻のパンコース　『こんにちパン』の城戸先生がカンバック〜！やっとやっと戻られます。
　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 !

　　　時　　　月に 1 〜 2 回　( 月 )  午前 9：30 〜 12：30　
　　　　　　　①   9/7  　クリームパン＋ダコワーズ　　　　　　
　　　　　　　②   9/21　ブリウォッシュ＋プール ド ページュ
　　　　　　　③   10/19　コッペパン＋フィナンシェ ソーセージや卵サラダを挟んで .　
　　　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

＊＊＊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　　　　9/11（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　再開です！　  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　　（月）（火）（金）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　可愛い作品を作ってみませんか？　サンプルは受付にて。2 名で開講。
　　　時　　（月）（火）（金）午前 9：30 〜 12：00　ご都合の良い日で。
　　　作品名　　①ミニカード　②ブックマート　③ウェルカムボード（2 回）
　　　参加費（材料費込み）　1 回　メンバー B  600　 ノンメンバー　B  650  

＊世界共通講師資格試験 TUTOR EXAM  2020
　　　無事終了しました。新講師誕生です。

＊講師養成クラス　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？

　ミニチュア粘土細工コース　レベルの高さ、侮れません！新メンバー募集中！
　　　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

　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　その他
　　　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　

　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　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  

　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♡ 
　　　時　　3 名様よりリクエスト OK ！　お友達、親子でお誘い合わせ下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加費（材料費込み） 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　L サイズ１本　　メンバー　B 850　　ノンメンバー　B 950 
 　　　　　　　　　　　　　　　　　  S サイズ 3 本　　メンバー　B 750　　ノンメンバー　B 850

　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 
　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しょう。
あなたに似合うパーソナルカラーの説明付き！　アクセサリーが似合うコーディネートもアドバイス。材
料費は石により若干変わります。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、実費。

《コロナに負けるな！メンバー限定！ 講習料無料！ 目指せアーティスト講座 》
　日頃のご愛好のお礼に、メンバー様限定無料講習（材料費実費）の手芸講座がスタート♪技術を学んで『手
芸アーティスト』になりませんか？　当日に材料を選んで、様々な作品を作って頂けます。フェスタや他
のバザーの常連さん達もバリエーションが増えますよ。講師はアクセサリーデザイナー NORIKO が担当♡

　山の幸染め体験　環境に優しい染色。材料費も 2 割引と超お得です♪ 
　ハンカチ、クッションカバー、スカーフ、巾着などお好きなアイテムで、
オリジナルデザインの作品を〜♪　今回は、押し葉を使った『木の葉の４手法』。
　　　時　　　3 名様以上のリクエスト受付中！　所要時間 2 時間
　　　持ち物　　押し葉（葉脈のはっきりした葉っぱ）・はさみ・
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　　　講習料＆機材使用費　　メンバー　無料　　ノンメンバー　B 300　　　教材費　B 275 ＋〜　　

　バンコク初シュリンクジュエリー　 プラ板を使ったアクセサリー作り
　可愛いお花のピアスやイアリングをお好みの色で作って、ファッションカラーを
楽しみましょう♡　全員デザインを変えたいので、パーツ、ストーンなどお手持ちの
物が有りましたら、持って来て下さいね。要予約
　　　時　　　3 名様以上のリクエスト受付中！　所要時間 2 時間
　　　持ち物　　はさみ・UV ジェル・金具（ピアス＋丸かん）・パール・ラインストーン（販売中）
　　　　　　　　＊有れば　エンボスヒーター・UV ライト・ラジオペンチ２本・パーマネントのスタン
　　　　　　　　　プインク（無ければお貸しします）　　　定員　　2 〜 6 名
　　　講習料＆機材使用費　メンバー　無料　　ノンメンバー　B 300　　　教材費　B 510 〜＋　　

＊＊＊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
　　　　　　9/3・17・10/1・15 　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。

＜ Gallery COMO プリザーブドフラワー主催コース＞　
　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！ 
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。

＊ 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を制作。
　　　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　お問い合わせ下さい。
　　　カリキュラム　　全 20 回（基礎 10 回＋ FUN ＋卒業制作＋テスト）
　　　時　　１〜３作品はオンライン　毎月第３（火）（水） ですが、暫くはお問い合わせ下さい。
　　　　　　

　＊体験クラス　フラワーリース　お花の色は選べます。20X10cm
　　　時　　ご都合の良い日程をお選び下さい　＊ご予約は１週間前までに。
　　　参加費（材料費込み）　　メンバー　B 1200 　ノンメンバー　B 1300

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

　女子力 Up!　浴衣の着付け基礎コース　再開しました♪
　　　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　（金）午後 1：00 〜 3：00
　　　　　　③　（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）午前 9：00 〜 12：00・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 

　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、
 

★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＞　＜中級・上級＞

★鑑定コース　Zoom で再開！詳細は、お尋ね下さい。
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

《下記の講座は、再開可能時に LINE でお知らせします。 
　ままサプリ　　子育てに悩むママたちの為に。ママは何もし無いが大正解！

　STR プロ養成基礎講座  　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。

　医療法人公式検定　発達障害コミュニケーション初級指導者認定講座

　医療法人公式検定　発達障害中級指導者認定講座

　医療法人公式検定　コミュニケーション検定５級検定講座　

　Gallery COMO フラワー主催　固まるハーバリウム認定コース

　クリスタルフラワ−体験クラス　

　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。日程は変更になるかも。

★ 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！　P2 参照
　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、
 

★ STR プライベートカウンセリング　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。 
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★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！　
 

★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

＊＊＊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！　タイの仙人の知恵、タイの呼吸法で
体感を鍛えることにより頭痛、生理痛薬とさよならしましょう。日程が変更になりました。
＊体験クラス　基礎の呼吸法から丁寧に説明します。コース受講予定の方もご参加下さい。
  　　 時　　① 10/2    （金）午前 9：00 〜 10：30　　② 10/9    （金）午前 9：00 〜 10：30　　
  　　 　　　③ 10/19（月）午前 9：00 〜 10：30　　④ 10/26  （月）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

＊初級コース　
　　（月）クラス　10/26・11/2・9・16・23・30・12/7・14・21・1/11  1/18（test） 
　　（金）クラス　10/9・16・30・11/6・13・20・27・12/4・11・18　  1/8  （test） 
　　　参加費（10 回コース＋テスト料＋修了証）　メンバー　B 9,000　
　　 　　　　コース卒業生が復習で入る場合　1 回　B 400　　テキスト　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　　　お問い合わせ下さい　　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　　　7/9（木）午前 11：45 〜午後 1：45　　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　人気の STOP 先生と Non Stop 〜 !
　　　　　　　　　時　　① 毎（火）午前 10：30 〜 11：30　　②毎（木）午前   9：15 〜 10：15
　　　　　　　　　　　　③毎（木）午後   7：00 〜   8：00　　 ④ （土）午前  リクエスト
　　　　　　　　　持ち物　　タオル・飲み物・室内用運動靴
　　　　　　　　　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　

　STOP 先生のピラティス　ちょっとハードなエクササイズ 美しい身体作りをしませんか？
　　　時　　　毎（木）午前 10：25 〜 11：25 
　　　持ち物　　タオル・飲み物・室内用運動靴
　　　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
★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 9：00 〜 1 0：15・毎（水） 午前 9：00 〜 10：15
　　　参加費　　初回のみトライアル　B 200　　５回チケット（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

＊癒しを求めて♡＊＊＊ちょっとお疲れ気味の皆様へ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　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　　　 （火）午前 9：30 〜 12：00　その他リクエスト受付中！
　　　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 

　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
只今オンライン講座開催中！
☆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
　　　時　　　お問い合わせ下さい　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

　体験クラス　　お問い合わせ下さい 　　参加費　　B 250 

★ EduQ 親子マッサージ（ベビー・キッズ・成長期）体験会　
　日本からオンラインでお届け！　体験会なのに充実の内容！　

『親子の心の安心・安定と免疫力アップ』 　対象　0 歳から中学生の親子／お母さまだけの参加 OK ！
　　　　　　　　　　　　　　　　中医学（ツボ）を取り入れた自然療法のマッサージ
　　　　　　　　　　　　　　　　　＊感染予防のホームケア　＊免疫力アップ　＊肺機能を整える
　　　　　　　　　　　　　　　　　＊不安・緊張・イライラ・不眠の緩和　＊咳・喘息・痰の緩和
　　　　　　　　　　　　　　　　　担当講師　一般社団法人 EduQ 国際ナチュラルタッチ協会代表理事
　　　　　　　　　　　　　　　　＜参加したママたちの声＞　・今一番知りたい内容！・自分自身の為
　　　　　　　　　　　　　　　　　にもマッサージタイムを作ります。・モヤモヤ、イライラした日々で
　　　　　　　　　　　　　　　　　日々でしたが、救われた気分に。・家での受講だったので親子で
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リラックスした状態で受けられました。　　時　　お子様の年齢により日時が異なります。
　　　お申し込み方法　　QR コードよりお入り下さ。受講の流れを説明しています。
　　　Edu Q 国際ナチュラルタッチ協会公式サイト http://eduqwellness.com

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

　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
　＊ バイトーン　生のバナナの葉を使い、お料理なとを入れる器やお皿を作りましょう。
　　　時　　　9//18/（金）午後 1：30 〜   4：30　　その他リクエスト
　＊ポアンマライ　結婚式や様々な式典で使われるタイの花輪を作りましょう。
　　　時　　　リクエスト受け付け中 !　

　　　持ち物　　筆記用具・はさみ・タオルのハンカチ
　　　参加費（材料費込み）　 ４名以上　　　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

　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　4 名以上で開講
　　　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

　フル−ツカ−ビングコ−ス　　リアルクラス　リクエスト受け付け中！
　只今オンライン講習実施中！　詳細はお問い合わせ下さい。
　日本では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！
　   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　　　 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

　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！

　新・そろばんくらぶ　　『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，どのような力がつくのでしょう？
・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，読む力、やはり試してみ
る価値は、有りそうですネ。さあ、お子様の基礎能力を伸ばす機会を与えて上げましょう。気になった方は、
ぜひお子さんたちに学びのチャンスを！体験はありません。見学はいつでも OK です。
講師は、子供への指導歴の長い、そろばん経験者が指導。（月・金）女性、（土）男性講師です。
来年から、『そろばん検定』も開催準備中です。

　無料説明会　　9/12（土）午後 2：30 〜 3：30　ご予約下さい

　　　　　　　　　対象：幼稚園年小〜小学 6 年生
　　　　　　　　　初心者　＊年長〜小学 2 年　①（月） 3：45 〜 4：45　②（金） 3：45 〜 4：45
　　　　　　　　 　　　　　＊小学 3 〜 6 年　　①（月）5：00 〜 6：00　②（金） 5：00 〜 6：00

　　　　　　　　 　初心者＆経験者　＊年小〜 年長　（土）1：00 〜 1：45
　　　　　　 　　　　 ＊小学〜高校生も OK　①（土）2：00 〜 3：00　③（土）3：15 〜 4：15
　　　持ち物　　そろばん（無ければ簡単な物は B150 でご購入頂けます）・筆記用具
　　　参加費　　8 回コース　B 6000   　　　　定員　　　各クラス　先着 5 名
　　　　　　　　3 回コース（8 月中のみお好きな日時をお選び下さい）　　B 2400
＜振替について＞　事前連絡で期間内 2 回延長 OK ！
　　（月）⇄（金）は振替 OK ！一時帰国も延長 OK ！

　お習字クラブ　生徒募集中！　硬筆だけも OK ！
　　　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
　　　　　　　　硬筆セット（2~6B の鉛筆 5 本・下敷き・日本人学校の国語ノート 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）

　書き方クラブ　お子様の鉛筆の持ち方、大丈夫ですか？　
　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　新期生募集中！
　　　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
　　　振替　　　事前連絡で 8 回中 1 回延長可。一時帰国の場合も延長 OK。

　親子リトミック教室　大事な音感、リズム感、小さい時からを養いましょう♡
 　講師都合により、しばらくお休みです。新規開催は、お問い合わせ下さい
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　英語 de リトミック　音感と英語、両方を学べるクラスです。
このクラスは、英語を使いながら音に合わせて、体操、運動、そして英語で色や動物など、沢山のことを
みんなで楽しく学びましょう！簡単なクイズやワーク、工作も行います。
　　　対象　　　［幼年小〜年長］　　　
　　　時　　　 講師都合により、しばらくお休みです。
　　　服装　　動きやすい服装　　　持ち物　   色鉛筆・タオル・飲み物
　　　参加費　　8 回コース　B 4000　　トライアル（1 回のみ）　　B 500 

　We'll go キッズエクササイズ　只今サイ先生は帰国中につき、エム先生とアイ先生担当！
　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　　① 毎（月） 午後  4：30 〜 5：20　　只今新期生募集中！
　　　　　　② 毎（火） 午後  4：30 〜 5：20　　　③ 新・（土） 午後  1：00 〜 1：50　
　　　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。（月・火）間の振替 OK ！　8 回中 3 回延長可

　ボイス★バドミントンクラブ　  一部人数制限が有ります。新規生募集中！
　　　対象　　 小学 3 年生以上のお子様・中学生・高校生 
　　　時　　　（土）クラス　午前  10：00 〜 12：00　只今、日本人学校スケジュール待ち。
　　　　　　　（火）クラス　午後 5：00 〜 7：00 　

　A.  レギュラーコース（毎週）　振替　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　　　トライアル１回　B 700

　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。（振替なし）　
　　　参加費　　８回コース　Ｂ 5100　　　トライアル（1 回のみ）　B 700

　C.  夏休み子供スペシャル　　時　　毎（火・木）午前 10：00 〜 12：00　詳細は別紙参照。　

　Noriko の Kid's アートくらぶ　今こそお絵かき、工作の苦手意識を無くそう！
　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、誰でも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ました。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。今は新しい教科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！　大きくなって
実生活に活かせる体験を子供達に与えて上げましょう♪

　　　対象　　幼稚園年中さん〜小 6　　中学生、高校生は、別日、別カリキュラム。お問合せ下さい。
　　　内容　　『色』色遊び（色彩学）・『デ』デザイン画・『絵』お絵描き＆工作・ 
　　　　　　　『ク』クラフト（粘土・手芸・工芸）などを週変わりで楽しい企画♪
　　　担当講師　　Noriko
　　　カリキュラム　　毎 ( 木 ) 午後 4：00 〜 5：30　　
　　　　9/10『色』嬉しい色と悲しい色　　9/17『絵』学校・幼稚園の絵　
　　　　9/24『ク』木馬を作ろう　　10/1『デ＆工作』ケーキパーティー
　　　　10/8『ク ハロウィン SP』魔女の人形　　10/15『絵工作 HWSP』ウェルカムボード　　
　　　　10/22『ク HWSP』HW ハット　　10/29『色』秋の色
　　　持ち物　　カリキュラム表参照　　　　　事前連絡で延長２回・一時帰国は延長有り。
　　　参加費（材料費込み）　6 回コース　B 3,000　　トライアル　1 回のみ　B 550

　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。

《カラーサービス》 　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 

＜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、
ご住所をご連絡下さい。又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。　　　　　　

＜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。必ず営業時間内にお電話下さい。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対応できません。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。
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　＜ボイス☆キッズルームの詳細と諸注意のお知らせ＞　しばらくは少人数制です！
　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。　『コロナ対策のお願い』をお読み下さいネ♡
　　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。

　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。

＊発達障害初級指導者認定者　室賀さゆり　村田加代子　矢田唯　新井京代　中川典子　西村眞理子
　　杉本京　小川友香　森山夕子　望月千恵　伊奈綾子　奈良央乃　三津家由紀子　伊藤隆代
＊ペタルアート＆ブリザーブドフラワー　　Tokuno Noriko　Oku Eri   Okubo Ryoko
　今年度も入選決定！ AJC クリエイターズコレクション展 2020　 入選　大久保涼子
　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 
＊日本カラーコーディネート協会主催　カラー検定　2020 年 2 月実施　
　今期もムラオカエリさんが、ライフケアカラーのナント 1 級で最優秀賞！
　パーソナルカラー　　1 級　クリタマツエ　ムラオカエリ　　　　2 級　ヒラノモエコ　
　　3 級　ヨシミエリ　カネコユカ　キリュウヒロミ　ニシミク　イシカワカオリ　キタムラカオリ
　　　　　シマダリカ　イケダヒトミ　ナガノレイコ　キシガミカズヨ　ヨシダトモカ　クメユキ　オダサエコ
　　　　　コジマアヤ　ムラカミアツコ　カワジリユキエ　フクチエリ　タナカミサ
　ライフケアカラー　1 級　ムラオカエリ　ムライカヨコ　ツジチサト　ヤマネユキ　オザサアキコ
　　3 級　アラキキョウコ　オカベカヨコ　イマイユウコ　ワタナベユウ　ゴトウアヤ　オダミホ
　　　　　イワサキハルミ　エビハラリサ
＊ルーシーダットン初級合格者　3 月（月）クラス
　　初級合格者　Norie Yamaguchi　Reiko Haruta　Yukiko Nakakoji　Hisayo Kamoi　
　　　　　　　　  Misuzu Oshiro　Yumie Kawai　Yumi Igarashi　Yoko Suenaga
　　上級合格者　Inagaki Kaori   Nakamyo Mari   Kawajiri Yukie
＊タイ料理修了者　　Sato Toshie   Kawai Akiko   Osako Tomomi  Kanai Hiroko   Minakami Yumi 
＊パーチメントクラフト世界共通講師資格　　Ikumi Nakano
　＊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。 

　ボイスショップ　新オフィス内に設置！　商品の場所はお尋ね下さい。

＜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！　
★今！必要なのはコレ！『除菌洗剤さぶぅ〜』10 リットルのぬるま湯に 1g（付属スプーン 1/2）で
除菌 OK!　（泡は立ちません）　＊除菌に　＊スプレーで手指の消毒に　　＊食器洗い機哺乳瓶洗浄に　
　　　　　　　　　　　 ＊汚れや匂いが酷いもの =10 分位漬け込む→押し洗い = 黒い汁と嫌な匂いが→
 　　　　　　　　　　　　2 〜 3 回押し洗いで OK　
　　　　　　　　　　　＊その液でアクセサリー洗浄→配管に＝滑りと嫌な匂い除去　
　　　　　　　　　　　＊ペットの匂い取りに　などなど、この時期にお試し下さい♡　

★今使えるのはコレ！　ゴルフなどの屋外スポーツの日焼け防止用マスクがコロナ対策に！　
帰国時の空港で、飛行機で有効です。ストレッチ素材。定価　B 330 を 30％ OFF　残り 3 枚のみ

★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？　
　美肌応援キャンペーン !!　コロナストレスに負けないように !!　年内特別価格！
　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！　
日本では手に入りません。帰国前にお買い求め下さい。
 45g 入り＋ミニ 3g おまけ（約 4 ヶ月使用）　B 4,500 → B 3,980
　ミニ（3g） B 450  → B 370

　「バンコク美肌スキンケアセミナー」無料ご招待！
　このシリーズの発案者 IKKYUU さんが、バンコクの紫外線対策に
ついて、無料レクチャー。しかもミニサイズ (B 450) プレゼント！と言う太っ腹　

　　　時　　9/23 （水）・10/22（木）　午後 1：00 〜 2： 00　要予約
 

★ 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 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.4『大高勇気さんの中国茶』セール　No.5『シルク クオリティ ソープ』  の洗顔フォーム
B 300 天然 goldensilk ＋桑茶エキスに高品質植物 oil をベースにした手作り石鹸をジェル化！ 1 万円商品

SP ★日本でも書きやすさで定評のあるペンテル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、日本では 300 円＋税が、ボイス価格 B 55 ！

★『レモングラス蚊除けオイルスプレー』もお子様にオススメです。
★『浴衣』も引き続き、販売、レンタル共にやっています。事前にご予約下さい。　
　再入荷！　★お習字用半紙　　★黒にんにく
　　★アットイーズマスク　大きめのお子様用も有り 
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＜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！

＜ FACE Vol.24 ＞　配布中！　素敵なお花に癒されて下さい♡
　各常設講座の詳細は、FACE 紙面の案内用 QR コード、あるいは、HP
からチェックして下さいネ♡ラインにご録頂きますと、最新情報が Get 出来ますヨ♪

　

＜ボイスホビークラブのお休み＞
　　　9/4（金）、5（土）、7（月）は、通常通り営業致します。

　　営業時間　　平日　８：３０〜１８：００　　（土）　９：００〜１６：００
　　　　　　　　（日・祭日）　特別講習会以外お休みです

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　　　　＊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　　　　　9/14（月）〜 18（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：クロントイ幼稚園へ　3 月半分：クロントイスラムの皆さんへ
　　　　　　　３月半分＋ボイスの事務机５台・キャビネット４台・事務用品多数：
　　　　　　　　パキニーシーチュンパバスクール ( ファタマ教会運営 ) のシスタールイスへ
　　　　　　　　運搬用トラックは世界風水協会副会長の Dr.Masako’ がチャーター
　　　　　　　5 月 Sp : ボイスの備品＋ゆいなちゃんからをクロントイスラムの皆さんへ
　　　　　　　7 月：ヤマモリさんからタイカレー２箱頂きました〜♪　プラティープ財団さんへ
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　  

　
　　　　　　　　　　　　残暑お見舞い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　暑さにもコロナにも負けず
　　　　　　　　　　　　元気な日々をお過ごし下さい。　

　　　　『夏休み子供スペシャル』は、9/7 （月）まで延長します。
　　　子供達に楽しく、将来に役立つ時間を与えて上げて下さい。
　　　『春休みスペシャル』の返金が残っている方は、10％ off（ランチ代は除く）で
　　　ご利用頂けます。お申し込み時にお伝え下さい。

　　

　　


