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　今年は『コロナに振り回された 1 年』と言っても過言でない年でしたネ。オリンピッ
クも延期？になり、世界中がロックダウン !　幸いタイはとても安全で、生活に大きな
不便もなかった？ですが、日本は今が正念場！（涙）　早くワクチンが完成して行き渡
り、「あんな事もあったよね」と明るい顔で話せますように♡♡♡
残り 1 ヶ月、マスクと仲良く『コロナ対策のお願い』をお守り頂き、みんながハッピー
に暮らせますように〜♪　最近新企画が目白押し（汗）　種々のイベントが続きます。
カラー検定もお忘れなく♡急な帰国もあるようなので、在タイ中にやり残した事、考え
ておいて下さいネ。お子様クラスも充実！　各クラス情報は、LINE をご覧下さい→

《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
　＊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　ボイスホビークラブ

　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
　現在 3 歳児検診で、3 割以上のお子さんが『発達障害の疑い』と言われています。大人になってから、
診断される方もおられます。それだけ身近な『発達障害』とは何かを知り、その接し方を理解することによっ
て、人との関わり方も変える事ができます。避けて通れない発達障害の正しい知識を身につけませんか？
1 単位だけの受講も OK です。残りは次回に受講可能です。中学生以上のお子様もご参加頂けます。
今回は、協会理事の津守慎二先生が日本から Zoom で講義して下さいます。皆さんは、3 種類の受講方法
からお選び頂けます。1、2、3 の組み合わせも OK です。ご相談下さい。
　　　1 ボイスに集合して頂き一緒に受講　　2 オンライン受講　　3 後日収録動画受講（日程後日連絡）
　　　時　リアルオンライン受講 2 時間　　録画受講は日時ご相談下さい。
　　　　　　 　　12/8（火）9：00 〜 11：00　第 1 回　発達障害の特性
　　　　　　 　　12/8（火）11：30 〜 13；30  第 2 回　発達障害に対する基本的配慮
　　　　　　 　　12/9（水）  9：00 〜 11：00　第 3 回　障害特性に対する関わり方
　　　　　　 　　12/9（水）  11：30 〜 13；30  第 4 回　発達障害に関する基本的な法制度 
　　　　　　 　　12/14（月） 9：30~ 〜 11：30 第 5 回　障害特性と医療　　　　
　　　　　　　　　参加費　　5 講座　　メンバー　B 4200　　ノンメンバー　B 4500
　　　　　　　　　　　　　　3 講座　　メンバー　B 2700　　ノンメンバー　B 2900
　　　　　　　　　　　　　　1 講座　　メンバー　B   950　　ノンメンバー　B 1050
　　　　　　　　　　　　テキスト代（全員必須　今回から２冊になります）　B 1800　
　　　　　　　　　　　　持ち物　　筆記用具
　　　　　　　　　　　　＊資格申請は、5 科目受講後２週間以内に、簡単なレポートと認定料 4000 円、
　　　　　　　　　　　　　出席カードのコピーを受付までご持参下さい。

 タイ伝統工芸特別体験コース　タイの工芸にチャレンジしてみませんか ? 
　タイの国立家政大学を卒業後、世界のタイ大使館で 要人達のおもてなしをしている ITSARES 先生に直
接タイ文化を学んでみましょう♡ 次の国に行かれる前に集中コースを企画しました♪

　　　　　　時 　　( 月 ) 午前 9：00 〜 12：00 午後 1：00 〜 4：00
　　　　　　1 マライのオーナメント　造花　 リクエスト下さい
　　　　　　2 ポアンマライ花輪　造花 　 12/14 午前・ 1/25 午後
　　　　　　3 ルークチュップ　緑豆で作る時可愛いお菓子　12/14 午後 ・1/25 午前 
　　　　　　4 ココナッツの葉で作る蓋つき器　12/21 午前・ 1/18 午前
　　　　　　5 カービング人参と大根の花　1/11 午前　　　6 バイトーンのお皿　1/11 午後
　　　　　　7 カービング 人参のバラときゅうりの葉っぱ　日程変更　2/1 午前
　　　　　　8 バイトーンのコースターとグラスカバー 　　日程変更　2/1 午後
　　　　　＊日程が合わない場合は、追加リクエストも受付ます。(5 名様より )
　　　持ち物　　筆記用具・入れて帰る袋 
　　　　　　　　カービングとルークチュップはタッパとハンドタオルもご用意下さい。
　　　参加費　1 回 　　　　　メンバー　B 800 　　ノンメンバー　B 900 
　　　　　　　4 回チケット 　メンバー　B 3000 　 ノンメンバー　B 3400

　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。

講座の詳細はこちら→

E-mail  voicehobbyclubth@gmail.com
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　　　参加費　　10 回チケット ( 有効期限 4 ヶ月 ) メンバー B 3,800 ノンメンバー B 4,200　
　　　　　　　　トライアル (1 回のみ ) B 300 　　ご都合の良い日をご予約下さい。

　Web メディア研究会第２弾　オンリーワンの価値を提供するプロダクトの作り方
　あなたの商品が誰かの人生をポジティブに変える
　ビジネスって単なるお金儲けの手段と思っていませんか？　本当は、多くの人に喜んでもらって、しか
もお金までもらえる素晴らしい仕組みなんです。常に周りがよくなることを考えるので、他人を理解する
力が身につきます。自分を磨いていくことで、より多くの価値を生み出していくこともできるでしょう！ 
　講師は、起業家・Web マーケティングコーチ、中西勇介先生です。 
＜このセミナーで得られる内容＞
　　＊お金を生み出す価値提供の原則とは？　＊なぜお客さんは喜んでお金を払うのか？
　　＊プロダクトアイデアの見つけ方　　　　＊アイデアを商品にするための手順
　　　時　　12/19（土）午後 4：00 〜 6：00　
　　　持ち物　　筆記用具　　　　参加費　　メンバー＆ノンメンバー　B 1,500

＊＊＊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　
　　　　2021 年 2/11（木）　3 級：午前 9：20 〜 10：20　2 級：午前 10：50 〜 12：10　　　

＊ライフケアカラー 3 級対策講座 
　時　①集中講座 12/15・1/15・22・26・29・2/5   午前 9：30 〜 12：30   6 回　
　　　②オンライン講座　12 月スタート予定　日時要相談
　　　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只今調整中。ご興味のある方は、至急ご連絡下さい。
　　　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（水）午前 9：30 〜 12：00　11/25・12/2・9・16・23・1/13・20
　　　②（金）午後 1：00 〜   3：30　12/4・11・18・1/8・15・22・29　
　　　③ 集中講座　12/14・1/14・18・21・28・2/4 午前 9：30 〜 12：30　

　　　時　　　① 12/2（水）午前 9：30 〜 11：45　　　② 12/15（火）午後 12：30 〜 2：45
　　　　　　　③ 1/11（月）午前 9：30 〜 11：45　　　④ 1/26    （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。

　元大手銀行員が教える、学校では学ばないお金の授業
　『夫婦で考えよう！海外在住家族の為のマネーリテラシー』
　『老後は 2000 万円必要！』と昨年話題になりましたが、あなたのご家庭の人生設
計は、大丈夫ですか？　今の世界情勢から海外駐在中にやるべき事はなど、分かり
やすく教えて貰いましょう。
　＊日本の現状と未来　　＊一生に必要なお金は？　　＊お金の殖やし方とは？
　＊資産形成と私産形成　今回は初めての試みなので、受講後個別相談をリアル
　　あるいはオンラインでお一人 45 分して貰える、有り得えないチャンスです！
尚、セミナー内で投資や保険商品などの販売は、一切行いませんのでご安心下さい。
　　　時　　　　① 1/19（火）午前 9：30 〜 11：30　　　② 1/28（木）午前 9：30 〜 11：30
　　　持ち物　　筆記用具　　　参加費　　メンバー　B 900　　ノンメンバー　B 1,000

　　　　　　　　　　　　　　　　健康お悩み相談室　かんたん体操教室
　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年、日本人女性の平均年齢が 50 歳に〜 !　2024 年には、男女
　　　　　　　　　　　　　　　　6 人中 1 人が 75 歳以上。 医療が進歩し、AI も医療界を浸透してくる
　　　　　　　　　　　　　　　　今、人の寿命は 100 歳に〜 !　さあ、私たちはこれからどうすれば、
　　　　　　　　　　　　　　　　楽しく生きていけるのか ? 答えは 1 つ、『健康』である事 !　元気で、
認知症にならずに、生き生きと生きたいですね。 その為には身体のメンテ
が大切 ! 酷使するばかりで、中々身体のケアは怠りがち ( 涙 ) という事で
整体師で独自のメソッド、理論を持つ 元会社社長、現役サーファーの先生
からテーマ毎に学びましょう。
　　　時　　毎 ( 月 )12：00 〜午後 1：00　日替わりテーマ別
　　　　　　12/7 股関節の痛み 　12/14 何でも OK! 　12/21 スマホ首 　12/28 成長痛 　
　　　　　　12/21・28 は症状のあるお子様もご一緒に ( お子様無料 )
　　　服装　　楽な服装で 　　持ち物 タオル・古いテニスボール 1 個（有れば）
　　　参加費　  1 回　メンバー　B 450　　ノンメンバー　B 500　
　　　　　　　  3 回 ( 期限 3 ヶ月 )　　 メンバー　B 1200 　　ノンメンバー　B 1350

　女性の身体の変化を考えた　新・心と身体の生き生きヨガと瞑想
　コロナ禍の Stay home で篭りがちで、運動不足のあなた！お身体の調子は大丈夫ですか ?

「身体が硬くてヨガは無理〜 ] とか 「何か運動したいけど、若い人が多いから〜」とか 思って
いらっしゃるあなた！大丈夫ですよ〜♡　年齢や身体の硬さに関係なく、どなたでも続ける事
で身体が変わります。 肩こり、腰痛、膝の痛み、不眠、やる気が起こらない、等などは 身体を
適度に動かし、血流をよくすることで軽減できます。 呼吸法や瞑想を通して、強い心、穏やか
な心を育ててみませんか ?　元気に明るく、心も身体も生き生きと、バンコク生活を楽しみましょう♪
講師は、ヨガ歴 40 年のベテラン女性です。何でもご相談下さい。
　　　時　　毎（火）（木）午後 1：30 〜 3：00　週に２回が理想です。
　　　　　　（火）45 歳以上の方、運動苦手な方の為のゆっくりクラス　 （木）　どなたでも OK!
　　　服装  楽な服装で 裸足   持ち物  飲み水 ( 販売中 )
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　　　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（月）午前 9：30 〜 12：00　12/7・14・21・1/11・18・25・2/1
　　　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　　　　　途中参加の振替は、ご相談下さい。

　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。（ボイスでは一切物品の販売は致しません）
　　　時　　① 12/9（水）午前 9：30 〜 11：30　 ② 1/15（金）9：30 〜 11：30
　　　参加費　　メンバー & ノンメンバー　B 1000 

　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 12/19（土）午後 1：00 〜 3：00　　
　　　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

《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 

《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　タイ生活にタイ語は欠かせません。タイ語が分かるとお得な暮らし！
＊会話初級　　全 20 回（途中参加も受付中！）
　　　週 2 コース　① 12/16 〜毎（月）（水）午前 9：15 〜 10：45
　　　　　　　　　　② 1/12 〜毎（火）（木）9：15 〜 10：45 　　③（火）（金）午後 1：15 〜 2：45
　　　週 1 コース　お問い合わせ下さい　　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　全 20 回
　　　時　週 1 コース　 1/13 〜（水）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　　　①（火）午後 12：30 〜 1：30　　②（水）午後 12：30 〜 1：30   
　　　　　　　③（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！
　英語全般のクラスについてのお問い合わせ LINE コードです。お気軽にご相談下さい→

　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。
　　　時　　  12/18 より毎（金）午前 10：30 〜 12：00　　12/18・1/8・15・22・29・2/5・12・26
　　　参加費（教材費込み）全 8 回（1.5 時間）　　メンバー　B 6500　定員　3 〜 8 名

　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★
　　　時　　11/25 より毎（水）午前 10：30 〜 12：00   11/25・12/2・16・1/13・20・27・2/3・2/10
　　　参加費（教材費込み）全 8 回（1.5 時間）　　メンバー　B 6500 　　定員　3 〜 8 名

　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　　 12/1 より毎（火）午前 10：30 〜 12：00　　12/1・15・1/12・19・26・2/2・9・23
　　　参加費（教材費込み）　全 8 回（1.5 時間）　　メンバー　B 6500　　定員　3 〜 8 名

　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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　② TOEIC 対策コース
　　　　　　　　　①中学文法復習コース　　　　　　　　　　　　　　　　1/12（火）　
　　　　　　　　　前編 1/11（月）午前 1 1：00 〜 12：00　　　　　　　　  午前 11：00 〜 12：00
　　　　　　　　　後編 1/7    （木）午前 1 1：00 〜 12：00　　　　　　　　
　　　　　　　　　　参加費　　　10 回コース　　メンバー　B 6,500　　　　　　
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　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。

＊＊＊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　 

　　12/8（火）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
　　12/16    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
　　  1/13　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
　　  1/20　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
　　  1/27　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
　　  2/3  　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
　　  2/10　B-1 鶏肉ご飯・冬瓜のスープ・魚のさつま揚げ　
　　  2/17    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

　　（水）午後 クラス 1：00 〜  3：30 　
　　12/8（火）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

　　12/16　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
　　  1/13　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　
　　  1/20　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

　　  1/27　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
　　  2/3  　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
　　  2/10　A-1 グリーンカレー・揚げ春巻き・ タイ風イカのサラダ 　　　
　　  2/17    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

　＊お知らせ　12/23、30、1/6（水） は、Xmas、年末年始の為お休みです。お含みおき下さい。
　　　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 ！

　＊タイ料理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 

　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♡

　日本でカフェのオーナーシェフ毎回３種類のおシャレな料理が学べ、そのままお持ち帰りでお夕食に〜！ 
簡単で見栄えの良い、美味しいお料理が作れると評判！ レパートリーを増やしましょう 12 月はコスト割
のスペシャルバージョン！参加しないと損ですよ〜♪　（11/20 よりお持ち帰りは２名分になります）
　　　時　　  午前クラス   9：00 〜 11：30　　 午後クラス   12：30 〜 3：00　 
　　　12/18（金）お野菜たっぷり真っ赤なスープ・手羽のローストチキン・ブッシュドノエル
　　　1/11   （月）
　　　1/1?   （　）
　　　持ち物　　お食事を入れて帰る為のタッパ（箱）３個＋紙袋・エプロン・お手拭き・筆記用具
　　　　　　　　12/18 は、18cm のケーキが入る箱をお持ち下さい。
　　　参加費（3 品　2 人分の材料費込み）　　メンバー　B 1200　　ノンメンバー　B 1300
　

　幻のパンコース　大人気の『こんにちパン』の城戸先生のクラス。ご予約はお早めに〜！
　バンコクでパン屋さんを開店する時には、必ずチェックすべきと言われているカオサンの老舗パン屋

『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   12/14（月）・追加 17（（木） 　シュトーレン
　　　　　　②　来年１月？　　チャバタ（サンドウィッチに ＋ フィナンシェ
　　　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

　5 つ星デザート旬の Dessert を作る会　5 つ星パテシエ長谷川先生の『作る』クラス♡
　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の、オリジナルレシピを作ってみま
しょう♡　プロの味、デザインを簡単に作りやすくアレンジ。
　　　時　　1 月予定　午前 9：30 〜 12：00　メニューもしばらくお持ち下さい　　　　　　　
　　　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　　メンバー　B　1100　　ノンメンバー　B 1200

　『5 つ星 Dessert』の長谷川シェフ★親子スペシャル！　
　パパも参加頂いているこのクラスは、ご家族ほのぼの♡　きっと子供たちにとっても楽しい想い出にな
ることでしょう♪　　　時　　1 月予定　（土）午前 10：00 〜 12：00　　午後 1：00 〜 3：00
　　　対象　　お父さん、あるいはお母さんのどちらか＋お子様（年齢不問、人数をお知らせ下さい）
　　　持ち物　　エプロン・タオルのハンカチ・筆記用具・お持ち帰り用のタッパ
　　　参加費　　メンバー　B 1000　　ノンメンバー　B 1100　　　定員　　各 10 組
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＊＊＊アート＆クラフト＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　シャド−Ｂｏｘ講習会　お好きなカードをお選び下さい。 
　4 〜枚のカードを切り、積み重ねて立体感のある絵に仕上げます。様々なデザインで。
　　　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  

　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　　　（火）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  2021 

＊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そう！

　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　

　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 
　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　今年最後の『Xmas アクセサリーを作ろう！』
　　　時　　12/16・23（水）午前  10：00 〜 12：30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 名で開講
　　　参加費（材料費込み）
　　　　　　メンバー　 B 1000　ノンメンバー 　B 1100　

　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

　陶器絵付け体験　ベンジャロンの器を描こう！　白磁器にオリジナル絵付けをしませんか？
　コーヒーカップ、マグカップ、お皿にも絵付け OK ！　乾燥後焼付けますので、
お持ち帰りは１週間後になります。お気軽にご相談下さい。
　　　時　　　2 名様よりリクエスト OK ！　　　持ち物　筆記用具　　
　　　参加費　メンバー 　　B 950　　ノンメンバー B 1000

《コロナに負けるな！　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・
　　　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 ＋〜　　

　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て作りましょう。
　　　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 〜＋　　

　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　　新コース 1/8（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Ⅰ - 2　時　新 1/8（金）午前  10：00 〜午後 1：00
　    　参加費　10 回コース　B 5800  
 

　　水彩画Ⅱ　  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）

 

12月16日 , 23日
10:00-12:30

参加費用
メンバーB1000
ノンメンバーB1100

クリスマスには手作りのアクセサリー

今年最後のアクセサリー講座です

Xmas
アクセサリー

お申込み：ボイスホビークラブ

02-119-7250～1
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＊＊＊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
　　　　　　12/17・1/7・21 　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を。

　＊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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　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
　　　　　　　　　　　　　タイに来るためにお仕事を辞められ、今の状況にストレスを感じている方は、
　　　　　　　　　　　　　いませんか？　折角与えられた『時間』、有意義に活用されていますか？ 
　　　　　　　　　　　　　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 Up したい方 
　講師は元アフィリエイター。起業家。Web マーケティングのスキルを活かして、事業を収益化。

★入門　- ウェブメディア運営の基本的な考え方　　　時　　　リクエスト受付中！
　　　持ち物　　筆記用具・PC（無くても大丈夫）・スマホ
　　　参加費　　メンバー　B 800　　ノンメンバー　B900　

　『Web メディア研究会』開講中！ - 毎回テーマ決め - 専門アカウントを立ち上げる - 情報発信を
行う＆似た興味の人と繋がるクラスです。　YouTube を公開したり、HP の作り方を学んだりと完全に
メンバーに合わせた実践講座です。各クラス毎に内容は異なります。途中参加はご相談下さい。 
　　　時　　　日程は、クラス内で決定します。
　　　参加費　　メンバー　B 1000　　ノンメンバー　B 1100　　持ち物　　同じ

　女子力 Up!　浴衣の着付け基礎コース　着物の着付けもご相談下さい。
　　　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 （木）午前 9：30 〜 11：30
　　　　　　③ （金）午後 1：00 〜 3：00　　　② （土）午前 9：30 〜 11：30
　　　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 

《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。

　私を知る算命学　　変わりゆく社会に対応していく ためには「先を読む力」が必須 です。
　　　　　　　　　　　　　「陰陽五行」は見えない 世界を見抜き、なりたい未来へ の道を教えてくれま
　　　　　　　　　　　　　す。入門で は算命学の全容をお話し、芸能 人や参加者の命式を使い不思議な
　　　　　　　　　　　　　陰陽の世界を体験していきます。東洋の考え方・陰陽五行で自分を占ってみ
　　　　　　　　　　　　　よう！　オンライン Zoom 使用　　こんな方にオススメです。
　　　　　　　　　　　　  ＊違った視点が必要な方　＊自分の個性に自信のない方　＊転機を知りたい方

＜新・お悩み別入門クラス＞　お申し込み時にご本人の生年月日をお知らせ下さい。
　★「〇〇さんの奥さん」ではない自分探し　　お問い合わせ下さい
　★ 60 歳を前に考える 老後の自分
　　　　① 12/11( 金 ) 午前 9：00 〜 10：30　　　② 12/11( 金 ) 午後 1：00 〜 2：30
　★独身の方へ　人生 100 年、 あなたは結婚 ?　それともキャリア ?
　　　　① 12/27( 日 ) 午後 2：00 〜 3：30　　　② 12/27( 日 ) 午後 7：00 〜 8：30
　★子育てで迷ったら　　 ① 1/8( 金 ) 午前 9：00 〜 10：30　　② 1/8(( 金 ) 午後 1：00 〜 2：30
　　　参加費　　メンバー　B 1,450　　ノンメンバー　B 1,550 　　　筆記用具をご用意下さい。
 

★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＞　自分や家族を分析、解明しながら、陰陽五行の考え方を身につけます。自然の一部である自分
のことも冷静に見詰め直すことができ、自分を取り巻く環境や、身の回りに起こる変化の意味も、深い所
でキャッチできるようになります。　初級Ⅰだけの受講も OK!　
＜中級・上級＞
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★鑑定コース　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　  14 歳以下のお子様　B 500/ 人

　スペシャル算命学　2021 年度の運気を考察！自分専用カレンダー作り　Zoom 使用
　算命学は干支暦を使用するため一年の始まりは 2 月の節分となります。＊お申し込み時にご本人の生年
月日をお知らせ下さい。陰陽五行の法則から、書き込んでいきます。▶運が見方する時期！　▶ジタバタ
しない方がいい時！　▶新しいことをスタートさせるタイミング ! 　▶健康診断に行く時！
　　　時　　12/9（水）①午前 9：00 〜 11：00　　　② 1/15( 金 ) 午後 1：00 〜  3：00
　　　持ち物　　筆記用具・色鉛筆　　　参加費　　メンバー　B 1,450　　ノンメンバー　B 1550 

　STR( 素質適応理論）　オンラインで資格習得！古代中国の陰陽五行思想でより良い人生を
　人の悩みの 90% は人間関係と言われます。STR は、生年月日から価値観、相性、バイオリズム、能力
を読み解く学問です。たった 2 時間で大切な人の素質が分かり、違いが分かり認めると他の人をコントロー
ルしようとしなくなります。そこで初めて良い絆が結べます。子育て、夫婦関係、お仕事全てに効く人生、
人間関係の処方箋なのです。この度、人気講師の KYOU 先生が、STR オンラインによる入門講座を始
めました。STR アナリスト資格が、10 分〜 20 分の動画を 21 話をご自宅で見るだけで取得できます。
あなたも陰陽五行を用いて、ご自分と人生を良くしませんか？人を診れる人になると将来の職業としても
使えます。

　★ 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。

＊＊＊ボイス体力作り宣言 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊身体にイイコト、してますか？＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　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
　親子が健康で楽しく幸せになる☆ママからの愛情マッサージ♡　中医学をベースにツボや 
経絡、リフレクソロジー、アロマセラピーなど、東洋と西洋の自然療法を融合した EduQ 
メソッド。
　★キッズ Fun マッサージ基礎コース　【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　最終日は午前 9：00 〜 11：30
　　　参加費（4 回）　メンバー　B 3,900　ノンメンバー　 B 4,100　　持ち物　筆記用具・バスタオル

　★成長期マッサージ　【対象 : 小中学生】　2 時間× 3 回コース
　スポーツや勉強を頑張るお子さんの心と身体ケアに、思春期のお子さんとのコミュニケーションツール
として、子どもが親へ甘えるツールとして、親子が健康で楽しく幸せになる子育てメソッドです。
　　　時　　1/12・19・26（火）　午前 9：30 〜 11：30　
　　　参加費（3 回）　メンバー B 3,300　ノンメンバーＢ 3,500
　　　持ち物　　筆記用具・バスタオル　お互いにマッサージ練習をしてもらうこともあるので、オイル
　　　　　　　　がついても良い手足の出しやすい、動きやすい服装でお越し下さい。

　　　　　　　　　
　Joy 先生のハーバルボールコース　Joy 先生の手ほどきで、心も身体もリラックス〜♪
在タイ中に覚えたい、ハーバルボールのテクニック！　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　2 名から開講
　　　時　　　 お問い合わせ下さい
　　　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　Joy 先生にやってもらいたい方へ。

　　特別プロモーション　初めての方対象に、　Buy 1 Fee 1　１回の金額で 2 回受けられます。
　　　2 時間ずつお 2 人でも、一人で 2 回でも OK ！ 
　　　　　メンバー　B 1200　　ノンメンバー　B 1400
　　　10 時間 5 回チケット 　メンバー　　B 5500　 　ノンメンバー　B 6000　

　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。2 回目からもお入り頂けます。ご相談を。
＊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 1/29  （金）午前 9：00 〜 10：30　　　② 2/1   （月）午前 9：00 〜 10：30
　　　　　　③ 2/5    （金）午前 9：00 〜 10：30　　　④ 2/8   （月）午前 9：00 〜 10：30
　　　  　　　　③・④は、新コースの第１回目です。ご興味ができた方はそのままコース受講へ。
 　　　　　　　参加費 (1 回 ) 　　メンバー　B 400　　ノンメンバー　B 500

＊初級　（月）クラス　2/8・15・22・3/1・8・15・22・29 ・4/5 ・12?　4/17?（test） 
　　 　    （金）クラス　2/5・12・19・26・3/5・12・19・26 ・4/2・9　4/16? （test） 
　　　参加費（10 回コース＋テスト料＋修了証）　メンバー　B 9,000　　テキスト　B 400
　　 　　　　 コース卒業生が復習で入る場合　1 回　B 800　　

＊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　　お問い合わせ下さい　　　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！

　ちょっとハードなヨガクラス　 ルーシーで人気の Joy 先生の筋トレ＋クラス
　　　時　　　　毎（水）午前 10：45 〜 12：15 　　　　　　　　　
　　　参加費　　トライアル　1 回のみ　B 400　　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　　
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　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　初心者（全く初めての人）　（金）午後 1：10 〜 2：10　新規募集！
　　　　　　　　　初級（火）午前 11：45 〜 12：45　　経験者 12/18（金）午後 12：00 〜 1： 00
　　　　　　　　服装　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 OK
　　　　　　　　　　　お好みでレオタード・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。 
 
　　　　　　　　　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 （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　一般社団法人体力メンテナンス協会の体力指導士、
バランスボール講師があなたに贈る、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　　① 毎（火）午前 9：00 〜 1 0：15　　② 毎（水） 午前 9：00 〜 10：15
　　　服装　　　軽い運動ができる服装　裸足
　　　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

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

　タイクラフト体感コース　折角タイに住んでいますが、タイ文化に触れていますか？
　タイ大好きな方、お待たせしました〜♪　今回はスペシャル企画！詳しくは P ２をご参照下さい。
　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！ Noriko 担当
　　作品は、色止めのため、受講後５日後に取りに来て下さい、お急ぎの場合は、ご相談下さい。
　　　時　　平日・（土）午後　ご都合の良い日時をリクエスト受付中　3 名以上　
　　　　　　　　小学 3 年生以上のお子様なら、親子混ざって受講 OK です。　
　　　参加費（材料費込み）　メンバ−　 B 950
　　　　　　　　　　　　　ノンメンバ− 　B 1050　　子供   B 800　　

　プアンマライ　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。
　　＊布の花　　 染色する為、事前に花の色をお選び下さい。
　　＊生花　　 本物のジャスミンやバラの花を使って。
　　　時　　リクエスト受付中
　　　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
　　　　　　　　　布の場合は、染色などの準備が必要な為、材料費 B 100 加算
　　　　　　プライベート　　お一人　B 2400　　お二人　B 1400/ 人

　 バイトーン工芸　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　　リクエスト受付中　
　　　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

　フル−ツカ−ビングコ−ス　　
　　　時　　リクエスト受付中　
　　　　　　只今オンライン講習も受付中！　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　
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《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！

　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！体験も受付中、ご予約下さい。見学も OK です。来年春から、『そろばん検定』も開催予定！

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。
　　　　　　　　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　12/19 より　①（土）2：00 〜 3：00　②（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
　　　定員　　　幼稚園・小学低学年　6 名　　大きな学年は 10 名
　　　参加費　　8 回コース　B 6000   　トライアル（1 回のみ）　　B 400
　　　振替　　　事前連絡で期間内 2 回延長可！（月）⇄（金）は振替可！　一時帰国は延長可！

　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
　　　　　　　　事前連絡で期間内 2 回延長可！　（月）⇄（金）は振替可！　一時帰国は、延長可。

　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。

　子供サイエンスくらぶ　新しく楽しく学べるサイエンスくらぶを開催♪
　色んな実験を通じて、なぞをといてみよう !　子供達の『なぜ？』を大切にしよう！
　　　対象　　年長さん〜小学 4 年生 
　　　時　　12/12 （土）午後 2：30 〜 4：00　水と油は混ざるかな？　水と油のオブジェを作ろう！
　　　　　　12/30（水）　詳細はしばらくお待ち下さい
  　　参加費（教材費込み）　  ５回チケット　B 3000　　３回　B 1950　　１回　B   700　　　　

　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）午後 3：15 〜 4： 00
　　　　 6 〜 8 歳クラス　① 毎（木）午後 5：00 〜 6：00　② 新・（金）午後 5：30 〜 6：30

　 　経験者クラス　　①毎（火）午後 5：30 〜 6：30 
　 　★コンクール向け特別レッスン　　（火）（金）
　　　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（B 550）・タイツ（B 350）or 靴下（B 100）・シューズ（B 650） 　（注文可） 
 
　We'll go キッズエクササイズ　トライアル、只今半額キャンペーン！
　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 13 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  4：00 〜 4：50　　　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　　1 回　B 500　　　
　　　　（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

　バドミントンクラブ　  規制が解けて、只今新規生募集中！
　日本と違い、歩く事も少なく運動不足になりがちな車中心のバンコク生活。頭脳の発達と体力向上は切
り離せません。忍耐力を養うためにも運動しましょう！　
　　　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　
　　　　　　（火）クラス　午後    5：00 〜   7：00 （小学 4 年生以上）　
　A.  レギュラーコース（毎週）　振替　前日午後 6 時までの連絡で 2 回のみ延長可。
　　　　初めて参加される方は、必ずこのコースにご参加下さい。
　　　参加費　　トライアル１回　B 700　　８回コース　Ｂ 5,600
　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。（このクラスは延長なし）
　　　参加費　　トライアル１回　B 700　　８回コース　Ｂ 6,100
　＊ 子供スペシャル　　毎（火・木）午前 10：00 〜 12：00　詳細は『子供スペシャル』参照
　　　服装　　　T −シャツ・短パン（スパッツ）・運動靴（室内用）
　　　持ち物　   ラケット・タオル・飲み物　
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　Noriko の Kid's アートくらぶ　子供たちのお絵かき・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♪
　　　カリキュラム　①毎（水）午後 4：00 〜 5：30　　　② 毎 ( 木 ) 午後 4：00 〜 5：30 満席
　　　12/9・SP11　『絵・ク』サンタさんへの Thank you カード　　12/16・17『絵』クリスマス
　　　12/23・24『ク』門松　　　1/6・7『』　　　1/13・14『』
　　　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（工作は材料費＋）

　Achieve English Gym　 〜本当に英語力を変えたい方のための英語ジム〜 
　★お子様コース　　　　　　　　ご相談は QR コードより LINE でお答えします→
　1. 英検単語特訓クラス　次回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。

　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　

＊＊＊下記の講座は、日程決定時に LINE でお知らせします＊＊＊
　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−　　ミニチュア粘土　　ミニチュアパンフラワー
　親子リトミック教室　　英語 de リトミック　

＜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。

＜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、おめでとうございました。一部の方はコロナ自粛の中、本当にお疲

れ様でした。周りに左右されず、意思を貫かれた事は、今後励みになりますよね。次のステップに進んで
下さいネ。
＊日本カラーコーディネート協会主催　カラー検定　2020 年 8 月実施　
　パーソナルカラー　　2 級　キタムラカオリ　タナカミサ
　　3 級　ヤマダエミ　トガワショウコ　エビハラリサ　クロセヒロミ　ヤスダリカ　アサイリョウヘイ
　ライフケアカラー　2 級　アラキキョウコ
＊ルーシーダットン
　　初級合格者（3 月）　Norie Yamaguchi　Reiko Haruta　Yukiko Nakakoji　Hisayo Kamoi　
　　　　　　　　  Misuzu Oshiro　Yumie Kawai　Yumi Igarashi　Yoko Suenaga
　　　　　（9・10 月）　Hikari Yamamoto  Saeko Aoyama  Chinatsu Suzuki  Akiko Kato  
　　　　　　　　　　　Mika Yoshikawa  Rie Takekuma
　　上級合格者（9 月）　Yuri Miyazaki   Yuki tsuruta   Megumi Sunayama
＊タイ料理修了者　　Sato Toshie   Kawai Akiko   Osako Tomomi  Kanai Hiroko   Minakami Yumi 
＊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 
＊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。 
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　　　　＊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　　2021 年 1/18（月）〜 22（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のシスタールイスへ　トラックは Dr.Masako 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：プラティープ財団さんへ　ヤマモリさんからタイカレー２箱頂きました〜♪　
　　　　　　　9 月：クロントイ幼稚園さんとオンヌットの難民キャンプへ　ヤマモリさんご寄付有り
　　　　　　　11 月： チェンライのアカ族の皆さんへ　美人トマトさん搬送ご協力有り

　　　　　　　　
　＜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！

 

　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　　12/16（水）・1/14（木）　午後 1：00 〜 2： 00　要予約
 

　★ ボイスショップお買い物ランキング★　貰って喜ばれているのはコレ！
No.1 男性にも大人気！　疲れを解消するのは『黒にんにく』密かなブームです！お疲れ様のご主人に♡ 

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 まだしばらくは欠かせない 『アットイーズマスク』　大きめのお子様用も有り 
No.4『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　No.5 根強い人気の『ドライマンゴー』
SP 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。

★新柄入荷！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 ！
★『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・墨液　　★『大高勇気さんの中国茶』セール
★『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。残り僅か！
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＜ FACE Vol.25 ＞　配布中！　102 名の FACE です♡　お友達はいましたか？
　　　　　　　　　　　　　　　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♡
　　　　　　　　　　　　　　　LINE にご登録頂きますと、最新情報が Get 出来ますヨ♪

＜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ネ〜♪　　

＜秋の秋のプチ子供スペシャル＞    ＜冬休み子供スペシャル＞　詳細は 12/10 頃発表！
　　　　お申し込み受付中！　　　　　　LINE 登録をしておいて下さいネ！

＜タイ語に関するお得情報＞
　　　　　　　　　　　ボイス制作のタイ語がローマ字で引ける辞書アプリ
　　　　　　　　　　　「OKA 式　音で引く・タイ語辞典」の一部を Web で公開し
　　　　　　　　　　　ました〜♪　聞こえたタイ語の音から引けます。
　　　　　　　　　　　例えば「mai dai」が「medai」でも引けます。
　　　　　　　　　　　気になる単語をローマ字で引いてみてください。

＜ボイスホビークラブのお休み＞
　12/10（木）は、祭日のためお休みさせて頂きます。
　12/11（金）・12（土）は、通常通り営業致します。
　　　お子様がお休みの方は、『秋の子供スペシャル』をご利用下さい。
　12/31（木）〜 1/3（日）は、年末年始につきお休みさせて頂きます。 
　各講座によりお休み期間が変わりますので、受付にてご確認下さい。

　＜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

　　　　　ボイス・ホビ−・クラブ　　☎ 02 - 119 - 7250 ~ 1   
　　　　　　　　E-Mail  voicehobbyclubth@gmail.com　
　　　Instagram　voicehobbyclub　https : //www.voicehobbyclub.com/
　　　Facebook  ボイスホビークラブ　
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