
5つ星★旬のデザートを作る会
リッツカールトン、ヒルトンホテルを経て、現在
は人気店Eric Kayserで活躍中のパティシエが、
美味しくて失敗しないお菓子作りを伝授します
♥簡単に揃う食材とご自宅にあるお道具で、し
かも１回に２種類のメニューを学べて、とっても
お得♪2 月はバレンタインSP♥昨年のハロウィン・クリスマス時期に大好
評だった親子SPも毎月開講することになりました♪お見逃しなく！
★大人クラス：9:30～12:00
①2/10(水)：ストロベリー抹茶ホワイトチョコタルト＆チョコトリュフ
②3/10(水)：メロンパン＆ブッセ
③4/28(水)：チョコフルーツケーキ＆具だくさんケークサレ
★親子クラス：10:00～12:00
①2/6(土)：ロリポップチョコケーキ＆チョコトリュフ
②3/20(土)：焼きドーナツ＆ブルーベリーチーズカップケーキ
③4/3(土)：フルーツオムレットケーキ＆イーストなしピザ

☎02-119-7250～1（ボイスホビークラブ）　HP www.voicehobbyclub.com　FB ボイスホビークラブ　LINE@  pqw2989k　IG voicehobbyclub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

プログラミング
Tech Kids Online Coaching

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、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!　
★年中～小2初心者：(月)(金)15:45～16:45
★小3～小6初心者：(月)(金)17:00～18:00
★年少～高校生（初級）：(土)13:00～13:45
★年少～高校生（中級）：(土)14:00～15:00

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

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（火） 9:30～12:00/13:00～15:00
※（土）にプライベートレッスンも可

まぼろしのパンコース

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♥復活してからも大人気！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♪
時：9:30～12:30
①2/8(月)：ビエノワ＆ブラウニー②2/22(月)：
玄米あんパン（お餅入り）＆変わりマフィン③
3/8(月)：混ぜ込みバターロールパン＆シュー
クリーム④3/22(月)：クリームパン＆ダコワー
ズ⑤4/26(月)：フーガス＆スコーン

タイ手工芸
タイの伝統的な手工芸をちょこっと体験してみたい方向けのク
ラスです♥結婚式やお供えに飾られるプワンマライ、バナナの
葉で作るバイトーン工芸、果物や野菜を彫るカービング、甘い
伝統菓子のルークチュップ等、どれも在タイ中にぜひ体験し
て頂きたい文化です♪素敵なタイの思い出にいかがですか？
時：毎(月)※3月末までの特別クラス

新規赴任または一時帰国後にタイに戻られる
際のASQホテルでの2週間隔離を充実させて
頂くためのプログラムを、JTB×ボイスホビー
クラブで開始しました♪♪外の状況が分からな
いまま初めてのタイでの 2 週間ホテル滞在は
とっても不安だとよくお聞きします。一時帰国
後に戻られる方も、2週間ホテルにこもりきりな
のはやはりストレスが溜まってしまうようです。
そんな方々向けに始動した新たなプログラムで
す！周りに ASQ ホテル滞在予定の方がいらっ
しゃったらぜひお知らせ頂けると嬉しいです♪
充実した2週間をお過ごし下さい♥
＜カリキュラム＞
※時期により変更の可能性あり
①タイ生活アドバイス（15 分 ×14 回）：在
タイ 34 年のベテラン Noriko がタイ生活を
アドバイス
②エクササイズ（20分×14回、orマンツーマ
ンプラン）：Well'go パーソナルトレーナーと毎
日エクササイズ！
③英会話（50分×12回/24回）：フィリピン

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。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！
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 :4 月後半～5月  10:00～11:30
★対策講座：4月後半スタート !

カフェごはん　By Hashu

new new new

人講師とのマンツーマンレッスンと日本人コーチとの
中間面談で英語力UP
④タイ語（50 分×13回 /26回）：タイ人講師とのレッ
スンと日本人講師との面談兼レッスンで赴任前から
タイ語スタート

夫婦で考えよう！
海外在住家族のためのマネーリテラシー
10年以上かけ、何百人もの社長、何千人ものお客様と接してきた元
メガバンカーが、老若男女問わず、今後の人生を豊かに生きていく
為に必要な金融リテラシーを本気で 語ります。人生100年時代、年
金2000万円問題、多くの難題をも乗り超えられるリテラシーを身に
付けていきましょう! 2月から講座内容をリニューアルします♪
★入門編：①2/22(月) 9:00～10:15、②3/8(月) 9:00～10:15
★実践編：①2/23(火) 13:00～14:15、②3/16(火) 9:00～10:15
★ライフプランシート作成編：①2/24(水) 9:30～11:45、
　②3/23(火) 9:30～11:45

9:00～12:00/13:00～16:00
①2/8(月)午前&午後：マライのオーナメント
②2/15(月)午前&午後：プワンマライ（造花）
③2/22(月)午前：ココナツの葉で作る蓋付き器
④2/22(月)午後：カービング（人参の稲穂模様ときゅうりの葉っぱ）
⑤3/1(月)午前&午後：ルークチュップ（タイのお菓子）   他リクエスト可
詳細と以降のカリキュラムはHPをご覧下さい♪

「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・2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
①2/11（木）：サーモンムニエル in 魔法のセロリソース、ヨーグルトを使ったフ
ルーツサンド、チョンプー（ローズアップル）のコンポート②2/17（水）：冷めても
美味しい酢鷄、スタミナたっぷりサンラータン、おうちで簡単胡麻団子③3/3
（水）：１つのお鍋で本格的なローストビーフ、ちらし寿司ミルフィーユ、ひな祭り
フルーツ白玉あんみつThailandバージョン④3/17（水）：濃厚ビーフストロガノ

日本の有名IT企業「サイバーエージェント」が運営する、小学生のためのオンラインプログ
ラミング教室「Tech Kids Online Coaching」はご存知ですか？2020 年 9 月にスタートし
たこのサービスは、オンライン教材とコーチのマンツーマン面談、いつでも相談できるチャッ
トサポートを通して、本格的なプログラミングを学習できるサービスです。ロボットを使うの
ではなく、子供達が自分で街づくりをしながら、ゲームを作っていく。この度、この「Tech 
Kids Online Coaching」とボイスがコラボさせて頂くことになりました！
お子様にプログラミングを習わせたい！興味はある！という方は、ぜひ一度マンツーマンの
無料体験会に参加してみて下さいね♪ご自宅にパソコンがあればOKです！
対象：年長（PCスキルに応じて）～中3

医療法人の公式検定　
発達障害コミュニケーション初級指導者認定講座
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。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。コロナの影響で来タイが難しいた
め、今回はボイスの会場と日本にいる先生をオンライ
ンで繋ぐ特別バージョン。1 単位だけの受講も OK!
中 学生以上参加可。オンライン参加も大歓迎！
★初級（全5単位）：①発達障害の特性②発達障害に対する基本的配慮
③障害特性に対する関わり方④発達障害に対する基本的な法制度
⑤障害特性と医療
※日時は、決定次第HPでお知らせします。※資格取得には、別途レポート提出あり。
★カウンセリング：お問い合わせ下さい

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

JTB x ボイスホビークラブ

ASQホテル滞在時特別プログラム

フ、スイカのラッシー、豆乳のおかずスープ⑤4/7（水）：伝統的なシュクメルリの日本風アレンジ版、
本格的もちもちナン、ヨーグルトムースと季節の果物の爽やかデザート⑥4/29（木）：濃厚坦々麺、
基本の手羽元と大根の甘辛煮、マンゴーヨーグルトアイス

★20代・30代からの私産形成：①2/20(土) 17:00～19:00、
　②3/20(土) 17:00～19:00、③4/24(土) 17:00～19:00
　後日40分の無料個別相談（B1400相当）付き♪
講師：服部尚人（ファイナンシャルプランナー・宅建士、元メガバンカー）
全ての日本人に知ってほしい内容です！詳細はHPで♪

＜マンツーマン無料体験会の流れ＞
①お子様：開発体験（60分）　②保護者様：ご相談会（30分）
※ボイス経由でのスクールお申込で、初月にマンツーマン面談を1回追加プレゼント♥
＜体験会日時＞
★(木)(水 )(金 )：15:00～16:30
★(水 )(金 )：17:00～18:30
★(土 )(日)：8:00～9:30、11:00～12:30、13:00～14:30、15:00～16:30
※上記全てタイ時間ですが、体験会お申込サイトには日本時間で記載してありますのでご注
意下さい。詳細&無料体験会のお申込は、QRコードから♪

働きを改善。体質改善や健
康維持におすすめ！
★体験:2/8（月）・2/12（金）・
2/19（金）9:00～10:30
★初級:10回(＋テスト)
2/8（月）～・2/19（金）～
★中級：7回(＋テスト)
★上級：10回(＋テスト)
★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

⑤ルーシーダットン（60 分 ×2 回）：タイのヨガと呼ばれるルーシーダッ
トンをオンラインで特別体験
詳細、お申込はJTB My Bus HPで♪

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、親子で着実にスキルアップをされて

いる後藤さんにご登場いただきました☆

コメント　

本帰国後も、ぜひタイで磨いたスキルを活かして下さいね♥ご活躍楽しみにしています♪

My VOICE HISTORY ♥ from 2018
後藤 亜矢さん
（2016年8月～、
在タイ歴4年6ヶ月）

　語学？クラフト？クッキング？悩んでいる時にオフィスで見かけた成長期
マッサージクラスに興味を持ち、そこからは発達障害コミュニケーション、
フラワーレメディと今まで知らなかった新しい事を学ぶ事にわくわくしまし
た。子育てや日々の生活に何か楽しく＋αできる知識を身につけられたらと
思っていましたが、ライフケアカラーアドバイザー３級まで合格できた事は
驚きでした。ボイスで出会った素敵な講師の方々には本当に感謝していま
す。これからも楽しい講座を期待しています。

＆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
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幻のパン
START START

START

ライフケアカラー検定
3級対策

START

↑息子さんの
　佳希くんと♪

↑ライフケアカラー検定

↑フラワー
  レメディ

　来タイしてすぐＦＡＣＥを見かけ、「さすがバンコク、習い事もこんなに充実しているのか」と感心した覚えがあ
ります。もともと習い事が大好きで今までいろいろなものを習ってみましたが、今回は子供がタイに慣れてから
自分の事を始めようと決めていた事もあり、ボイスデビューはずいぶん遅く来タイ２年経ってからとなりました。

発達障害コミュニケーション
初級指導者認定 クリスタル

フラワー

さとう式セルフ
リンパケア

5ツ星
デザート

オンライン英検対策

親子でカラー診断

↑ロボットプログラミング↑ロボットプログラミング
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