
タイクラフト体験

☎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

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、2022年2/10（木）。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で、4回連続
最優秀賞受賞！パーソナルカラーは、自己 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？
対策講座開講中！途中参加はご相談下さい。
★パーソナルカラー3級集中対策講座：12/1（水）～

★ライフケアカラー3級集中対策講座：12/3（金）～
※2級対策講座は、お問い合わせ下さい。　★検定申込み締切：12/20（月）

オンラインあり あなたの人生が生きやすくなる！
STR（素質適応理論）入門講座
自分の本質を知り、幸せに生きることが、家族の幸せで
す♡より良い人生を生きるため、まずは陰陽五行思想
でご自身を見つめ直してみませんか？人の悩みの 90%
は人間関係。夫婦、親子、友達、親戚からご近所まで、
人と絡まずには生きていけませんよね。STR では、陰陽
五行に基づき、生年月日からその人かの本質を見つけ
ます。価値観、相性、家族関係から友人関係まで、様々
な人間関係について分かるので、一生使えるスキルで
す。コロナで束縛された生活、不安定な天候などの不安要素が多い日々
だからこそ、自分を見つめ直す良い機会にして頂けたら幸いです。
★入門講座（Zoom）：
①11/28（日）13:00～15:30　②12/16（木）10:30～13:00
③1/15（土）10:30～13:00

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4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、
オンラインにて開講中。1単位だけの受講もOK!中学
生以上参加可。
★初級（全5単位、各2時間）：2022年2月開講予定

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

オンライン限定 オンライン限定

【かがみ教育】　
プロも驚く子育て術講座
未来の子ども達から感謝される子育てを目指して
30年、これまで延べ2万人の親子と関わり、メディ
アでも取り上げられた幼児教育のパイオニア・か
がみ知加子先生自らが、バンコクにお住いのママ・
パパ向けにお話して下さいます♡ただ褒めれば良
いわけではないのです。実は、子どものやる気を
奪っているのは大人だったのです。日本全国から

受講するプロも目からウロコの子育て法、ぜひ学んで下さいね。10 歳までに脳の
基礎を作ることがいかに大切か、男の子と女の子の育て方の違い等、毎回少人
数限定なので、質問にも答えて頂けます。お早めにお申込下さいね♪
時：11/11(木) 10:00～12:00、他
※QRコードから、詳細&先生からのメッセージ動画をご覧頂けます。

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！グラ
デーション、筆・色の使い方等順に 10
回、基礎から指導します。先生も一緒
に絵を描きながら説明しますので、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　11/12（金）スタート！
※以降のスタート日はお問い合わせ下さい。
初級 I-①修了者は、初級 I-②あるいはチケット制の水彩画 II クラスにお進
み下さい。

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

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）（火）
　9:00～12:00/13:00～16:00

※回によりカリ
キュラムが異な
ります。詳細は
HPで♪

《EduQ国際ウェルネス協会》
キッズFunマッサージ＆成長期マッサージ
ママができる『ホームケア』。中医
子供ツボマッサージ、リフレクソロ
ジー、アロマなど、西洋と東洋の自
然療法を融合した全身マッサージ。

身体機能の向上、疲労回復、成長痛の緩
和、成長ホルモン分泌、姿勢を改善、心を
落ち着かせ、良い睡眠を促します。★キッ
ズFunマッサージ：1歳～6歳（未就学児）
とママ★成長期マッサージ(3回)：小・中

こんな時期だからこそ、ご自身の
身体を労ってあげませんか？女性
のためのセルフケア講座 2種がバ
ンコクでも受けられます♡
★ツボアロマ・セルフマッサージ
～女性の健康・朝夜の10分ケア：
なんとなくだるい・痛いという症

状のある方向け
時：11/19(金 ) 8:00～11:00、他
★妊娠力UPセルフケア講座～中医学を
ベースに東洋と西洋の自然療法を融合
～：赤ちゃんがほしい方向け
●時：お問い合わせ下さい

タイに来たらまずはタイ語！
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。

オンラインあり
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♥
メニューも増えました！見逃せません♪
●時：9:30～12:30/13:00～16:00
①11/8（月）：ブリウォッシュ＆プールドページュ
②11/22（月）：カルツォーネ＆グルテンフリービーガン
　クッキー
③12/13（月）：クリスマスSPシュトーレン
④12/20（月）：クリスマスSPシュトーレン
⑤1/10（月）：お餅入り玄米あんパン＆
　マフィン
⑥1/24（月）：塩パン＆レーズンサンド

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・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
①11/12（金）：濃厚担々麺、餃子、濃厚ココナツ杏仁豆腐
②11/26（金）：エビチリ、鶏大根、紫芋のスイートポテト
③12/8（水）：豪華パエリア、テリーヌショコラ、濃厚カルボナーラ
④12/17（金）：クリスマス SP♪ローストチキン、タルトプリン、
クリスマスツリーサラダ&簡単お野菜ドレッシング
⑤1/7（金）：イギリス SP♪ビクトリアケーキ、
シェパーズパイ、お袋の味ブロッコリースープ
⑥1/21（金）：ラザニア、旨旨アヒージョ、
フルーツたっぷりヨーグルトゼリー

オンラインあり

学生とママ　11/5(金)・11/8(月)・11/15(月)、他
★ふれあいタイム、オンライン体験会、本講座
★各種インストラクター養成講座説明会
★ベビーボンディングマッサージインストラクター養成集中
講座　※日時の最新情報は、HPをご覧下さい。

《EduQ国際ウェルネス協会》
女性のセルフケア講座 オンライン限定

※いずれも治療目的の講座ではありません。

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、コロナ禍に来タイされたばかりの

AYAさんにご登場いただきました☆

コメント　

来タイ直後から沢山のことに挑戦される行動力、素晴らしいです！これからも充実したタイ生活を♪

My VOICE HISTORY ♥ from 2021

AYA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

12月 3月 4月 5月 

★お子様

8月 2月 10月 7月 
2021年2020年

現在
↓

来タイ

START

START

START

START

　タイ語を学びたかったのですが、３歳の子供がいたので、ボイスには託児があると聞いて申し込みました。
説明会で出会った岡さんのお人柄が素晴らしく、また様々な講座が受講できると聞いて、在タイ期間を充実
させるためにいろいろやってみようと思いました。

←息子さんと♪

↑クッキングが
  大好きな娘さん♡

↑タイ語とカラーのテキスト
→パーソナルカラー検定対策講座で作った
　コラージュ

＆小物

2020年12月～、
在タイ歴10ヶ月

　しかし、タイ語開始半分を過ぎたところでコロナウイルス
の影響で自宅オンラインに。それでも先生が丁寧にご指導く
ださり、自宅で子供 2 人の面倒を見ながら乗り越えることが
できました。
　その後、幼稚園に行けない期間が続いたので、パーソナル
カラー3級対策講座（7月検定で無事合格！）やキッズfunマッ
サージを受講しました。先生が一流の方ばかりなので、とても
楽しかったです。ステイホームが始まった頃は悶々と過ごし
ていたので、後悔しないようにやっておいて本当に良かった
と思います。これからも気になる講座に挑戦したいです！

★STR資格認定
　入門講座

★プロも驚く子育て術講座

★New Member
説明会

キッズクッキング★

EduQキッズfunマッサージ
タイ語初級会話タイ語初級会話

パーソナルカラー3級検定対策講座パーソナルカラー3級検定対策講座

クリニック 腰が痛い方、姿勢が気になる方必見★

Sukhumvit Rd.
BTS Phrom Phong

Soi
49

Soi
51

Soi
55

BTS Thong lor

Thonglor Soi13

Nihonmura Mall

J Avenue

Samitivej
Hospital

LINE：@562yunkw

ご予約は LINE で♪
場所　

時間　

腰が痛い人のための 
クリニック

1日1名様限定 
(7月31日まで)通常2,600バーツの治療が初回お試し1,000バーツ

1つでも当てはまっていて、本当に良くなりたいと思って
いるあなたに特別な提案があります
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柔道整復師 
院長 田中 美帆

症状により
保険治療
が可能にな
りました！

腰痛治療歴 
8年以上 
述べ1.5万回 
以上の 
治療実績

　　　RQ49モール３階、スクンビット49
           （サミティヴェート病院の隣）
　　　月～土 9:00～20:00（最終受付19:30）｠ 
　　 日 9:00～17:00（最終受付16:30） 木曜定休　
☎095-961-3581（日本語）　　
　HONETSUGI CLINIC　 だるまクリニック　

「ほねつぎクリニック」から名前が変わりました！

あなたの首や肩の痛みは 
猫背が原因かも！？

通常2,600バーツの治療が初回お試し1,000バーツ
1つでも当てはまっていて、本当に良くなりたいと思って
いるあなたに特別な提案があります 2021年7月31日まで 

先着5名様限定

このようなお悩みはありませんか？ 
パソコンを使っていると首から肩がつらくて集中できない 
本を読んだり、スマホをしていると肩がつらくなる 
肩こりがひど過ぎて頭痛や吐き気がすることがある 
自分なりに調べて色々試したけど、一向に良くならない 
どこに行っても全く良くならないのでもう諦めている
首や肩こりはマッサージだけでは治りません！

(10,000B以上のものに限る)

11月キャンペーン
回数券10%OFF回数券10%OFF

FACE広告主様 募集中★

月２回の
New Member 
説明会でも
ご紹介♪

詳細・
お問合せは

こちら
から★

If you are interested in promoting your business through FACE magazine 
and Voice Hobby Club, please contact us at voicehobbyclub@gmail.com

HP・LINE@・
Facebook
でも

ご紹介♪

広告棚
 使用

　無料！

3ヶ月で
B10,200

（9.1 x 9.4cm）
※年間契約

一括払いの場合

その他
嬉しい特典
多数あり！

ボイスの生徒さん達に
「ウチのお店をぜひ知ってほしい！」
という方、お気軽にご連絡下さい♪
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