
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♪
平日の大人クラスも土曜日の親子クラスもお見逃しなく！
★大人クラス：9:30～12:00
①5/24（月）：パッションクリームとオレンジのタルト＆
　ディアマンクッキー
②6/30（水）：マンゴーレアチーズケーキ＆シェルクッキー
③7/19（月）：タイカスタードクリームとかぼちゃのクリーム＆
　ココナツメレンゲ
★親子クラス：10:00～12:00/13:00～15:00
①5/29（土）：イーストなしピザ＆オムレットケーキ
②6/19（土）：バナナのタルト＆ココナツプリン
③7/10（土）：スフレチーズケーキ＆マンゴープリン

☎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

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（土）クラス：初級 13:00～
13:45、中級14:00～15:00、上級15:00～16:00

人気！いつからでもスタートOK☆
ヴィチット先生のタイ料理
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
※（火）13:00～15:00  リクエスト制
※（土）にプライベートレッスンも可
メニューと日時は
HPをご覧下さい

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♡

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

元&現バンコク駐妻さん集合♪
音声SNS・「Clubhouse」内に
ボイスの「CLUB」誕生！
1月末から日本で流行中の音声
SNS「Clubhouse」で、ボイスの

バレエ

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：5/13（木） 9:30～11:00/13:00～14:30

カフェごはん　By Hashu

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! 
★入門編：5/11（火）・5/12（水） 13:30～14:45
★実践編：5/18（火）・5/19（水） 13:30～14:45
★ライフプランシート作成編：5/25（火）・5/26

「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
※状況によりオンライン開講の可能性あり
①5/12（水）：中華SP♪海老チリ、中華風醤油レモンドレッ
シング、マシュマロ杏仁豆腐②5/27（木）：サーモンムニエ

タイにきたらまずはこれ！
タイ語初級会話
日系書店で、右の写真の辞書や参考書
を見たことはありませんか？実は、こち
らは全てボイスホビークラブを主催し
ている VOICE（Thailand）が制作・発
行しています♪ボイスのタイ語レッスン
では、ベストセラー書籍『タイ語の覚
え方・使い方』を使い、基礎からじっく
り学びます。日本語堪能なタイ人講師
がレッスンを担当するので、初めての
方も安心です。使えるタイ語を正しい発音で学び、タイ生活を充実させ
る第一歩を踏み出しましょう！
時：週2コース（全20回）
※随時スタートしますので、日程はお問い合わせ下さい。
※プライベートレッスンやオンラインレッスンもお気軽にお問い合わせ
下さい。

かきかた＆お習字

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

バドミントン
タイ生活は歩く事が少なく、体力が低下
しがち。思いっきり身体を動かし、汗を
かいて体力と柔軟性をつけましょう。初
めの 30 分間はストレッチとランニング。
その後プロコーチからバドミントンの基
礎を学びます。日頃接触のない他学年や
インター生との触れ合いの場にも♪  現
在新規生募集中！
★（土）クラス：10:00～12:00　
対象：小3～高校生
日本人学校登校日は
14:00～16:00 
★（火）クラス：17:00～19:00
対象：小3～大人

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。色遊び・デ
ザイン画・お絵描き・クラフト等のカリ
キュラムに週変わりで取り組みます。
お子様の「想像力」や「創造力」を養
いながら、大人になっても実生活に活かせる内容を
学びましょう♪
対象 :年少～小6
時 :（水）（木）16:00～17:30 
※オンライン期間中は、（木） 15:30～16:50

人間関係のお悩み解決！
STR（素質適応理論）資格認定入門講座
人間の悩みの 90% は人間関係と言われています。人間はそ
れぞれ持って生まれた素質が違うため、一人一人の違いを理
解してそれに合わせた関わり方や子育てをしないと、お互い
が疲れてきてしまうのです。STR とは、四柱推命や六星占術
などの元になっている陰陽五行思想の「命」をデータ化した
もの。この一部が西洋に ZEN として伝わり、世界的に有名な
大企業でも取り入れられています。家族・周囲との関係に悩
んでいる、イライラする、お子様のモチベーションの上げ方が
分からない、自分らしく生きたい方、ぜひこの機会にご参加下さい♪
海外で個性の違う3兄弟を育てたママ・kyou先生の大人気クラス♥
★入門講座（Zoom）：5/22（土）・6/19（土）・7/3（土） 9:30～12:00
★Clubhouse無料診断会：5/14（金）・5/18（火）・6/11（金）・6/15（火） 10:00～

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③6/9（水）：イギリスSP♪ビクトリアケーキ、シェパーズパイ、栄養満点ブロッコリースー
プ④6/24（木）：タイ食材 SP♪コロコロホムデンのピクルス、白身魚とタイ野菜、ココナツミルク
と黒ゴマのお汁粉⑤7/7（水）：中華 SP♪あんかけ肉団子、海老ワンタンスープ、マーラーカオ
⑥7/22（木）：ロシアSP♪ボルシチ風煮込み、ピロシキ、チーズ蒸しパン

IT の時代になっても、「字」
とは一生のお付き合い。正
しい鉛筆の持ち方を幼いう
ちにマスターしておかない
と、大人になってから困りま
すよね。鉛筆で綺麗な字が
書けるようになったら、素晴

らしい日本文化と言える書道にもチャレンジし
てみましょう！グローバル社会の中で日本人な
らではの特技としても役立ちます。インター校
のお子様も大歓迎です♪トライアル受付中！
対象：幼稚園年長～小6
＜かきかたくらぶ＞時：（木）16:20～17:20
＜お習字・硬筆くらぶ＞
時：（月）16:00～17:00/17:00～18:00

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働
きを改善。頭痛・生理痛薬とさよならしましょう！ 
体質改善や健康維持におすすめ！
★体験:5/17（月）・5/24（月）・5/28（金）・6/4（金）
 　9:00～10:30　その他お問い合わせ下さい
★初級:10回（＋テスト）5/24（月）～・6/4（金）～
★中級：7回
★上級：10回（＋テスト）　5月後半～（木）
★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

★パーソナルカラー 3級対策講座：5/11（火）・5/17（月）・5/31（月）～
★ライフケアカラー 3級対策講座：5/19（水）～
※2級・1級もあり！お問い合わせ下さい

見逃せません♪
時：9:30～12:30
①5/18（月）：フォカッチャ＆季節のフルーツタルト
②5/31（月）：フーガス＆プレーンスコーン
③6/14（月）：ブリウォッシュ＆プールドネージュ
④6/28（月）：新メニュー企画中♪
⑤7/12（月）：パンブリエ＆メレンゲ菓子
⑥7/26（月）：新メニュー企画中♪

new

（水）13:30～15:45
※入門・実践編は後日無料
個別相談（B1400 相当）付
き♪  ※（土）の開催はお問い
合わせ下さい

卒業生の皆さんと繋がっています。ボイスホ
ビークラブは、既に29 年目！ ボイスに来て下
さっていた方の数は、数え切れません。「元バ
ンコク」「元駐妻」「ボイスに通っていた」等の
共通点があれば、知らない土地に本帰国する
時に心強いですね！ぜひ情報共有やお友達作
りに活用して下さい♡STR の KYOU 先生の
『STR 無料鑑定』、EduQ日本本部の伊吹先生
による『大人と子供の為の癒しシリーズ』等、
定期的に様々な先生方とコラボしています♪
ボイスのCLUBをフォローして頂き、ぜひ各都
市のコミュニティー作りにご協力お願いいたし
ます♡詳細は、ボイスのNORIKOまで！

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
が難しい今は、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、各2時間）：①6/16（水） 9:30：発達障害の特性　
②6/17（木） 9:00：発達障害に対する基本的配慮　③6/17（木） 11:30：障害特性に対する関わり
方④6/21（月） 9:00：発達障害に対する基本的な法制度　⑤6/21（月） 11:30：障害特性と医療
※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

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：（金）12:00～13:00　★経験者：（金）13:10～14:10
＜こどもバレエ＞
★Pre-School：（金）15:15～16:00
★Pre-Primary：（木）16:00～16:45
★Grade 1：（水）16:45～17:45、（木）17:00～18:00
★Grade 3：（火）17:15～18:45
トライアルあり

オンラインあり オンラインあり

オンラインあり

オンラインあり オンラインあり

オンラインあり

オンラインあり

オンラインあり

オンラインあり
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、10年ぶりの再赴任で再びボイスに

お越し下さっている伊達さんにご登場いた

だきました☆

コメント　

お人柄も良く、何事にも熱心で、とっても素敵な伊達さん♥今回のタイ生活もぜひ楽しんで下さい♪

My VOICE HISTORY ♥ from 2008

伊達 真澄さん

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

3月 3月 7月 4月 1月 1月 2月 10月 8月 11月 
2009年 2010年 2021年2020年2011年2008年

現在
↓

来タイ 帰国 来タイ

生け花START

START

START STARTSTART

START

↑生け花サロンでの作品

　1 度目の在タイ生活を楽しいものにしてくれたボイス。タイを知りたい、タイならではの文化を体験したいと、
カービング、タイ料理、バイトーン工芸を極め、かわいい先生の人柄に惹かれてネイルケア＆アートも学び楽し
い３年を過ごしました。
　そして今回、10 年ぶりに二度とないと言われていたタイ生活を再び送ることになりました。コロナ禍での入国
から始まった２度目のタイ生活は、どことなく閉塞感があり、出かけても楽しめる心情ではありませんでした。こ
のまま何もせず、引きこもり生活を送ってしまうのではないかと思い、再びボイスの扉をたたきました。受付に顔
を出すと、驚いたことに覚えてくださっていて、会員証も使えるというではないですか！（ボイスは永年会員です。）

タイ語初級

↓タイ語クラスの
　皆さんと

＆小物

在タイ歴：2008年3月～3年
間（1度目）、2020 年 11月～
5ヶ月間（2度目）

紙からハードタイプにバージョンアップした新しい会員証を受け取り、早速申
し込んだのは生け花です。日本ではお目にかかれない南国チックな花々を生け
ることの楽しさを感じています。また、恥ずかしながら１度目の在タイでくじけ
たタイ語を始めました。少人数で楽しく、先生とボイスの教科書のおかげで、
くじけずに学ぶことができそうです。今後も興味のあることを見つけながら、ボ
イスで充実したタイ生活を送りたいと思います。

タイ料理
（全メニュー修了）
タイ料理
（全メニュー修了）

バイトーン

ネイルケア＆アート

カービング（コースI〜V修了）カービング（コースI〜V修了）
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