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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

医療法人の公式検定　
発達障害コミュニケーション指導者認定講座（初級&中級）

オンライン限定

3 歳半児検診で 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。
★中級（全11単位、各2時間）：久々の開講です！
①特性と作業特性からの療育 9/6（火） 9:00
②学習支援・LD支援からの学習支援アプローチ 9/6（火） 11:30
③学校連携・学校支援を通じたソーシャルアプローチ 9/7（水） 9:00

1 時間半で♡
パーソナルカラー入門
パーソナルカラー、興味は
あるけれど、いきなりがっ
つりと検定の勉強をするの
は自信がない…。そんな方

は、まずはこちらの1時間半の入門クラスで、
「パーソナルカラーとは？」を学んでみま
せんか？色彩学の基本と似合う色
の定義を伝授します♡
●時：8/11（木）・9/6（火）・
　10/10（月） 　9:30～11:00

プチカラー診断と
コーディネート

自分で学ぶというよりも似合う色を診断し
てほしい！という方は、診断をご予約下さ

【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：10/19（水） 10:00～12:00
※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。

オンライン限定

NORIKOの
『自分のための人生Get！セッション』
あなたの人生は、あなたのもの！もっと楽しく、未来を生きてみま
せんか？私なんて、自分には無理、才能も実績もないし、もう歳
だから、日々、こんなこと考えて、諦めていませんか？このセッショ
ンでは、様 な々ワークを通して、あなたの自己肯定感をUp♡
諦めかけていた明るい未来に、一歩近づけます♡ 　
★こんな方にオススメ★・『◯◯ちゃんのママ』『◯◯さんの奥さん』以外の自
分に出会いたい方 ・新しい何かを始めたい方 ・自分に自信を持ちたい方 ・将
来に不安を抱えている方・子育てに悩んでいる方 ・自分の人生に迷子な方・
帰国後何かをやりたい方 ・ポジティブに生きて行きたい方

一般社団法人体力メンテナンス協会
バランスボールエクササイズ
関節への負担が少なくあらゆる年齢の方におすすめのバランス
ボールを使って、楽しく身体と心のケアをするクラスです♪ぜひ
あなたの今の状態にあったクラスを探してみて下さいね♡
★バランスボールエクササイズ：体幹を鍛えながら、体力・心肺
機能・免疫力をUP！アンチエイジングも♪
毎（水）9:00～10:15
★産後ケアクラス：バランスボールを使って産後のリハビリ♪エ
クササイズや不調のセルフケア、交流タイムを通じて体力も気
力もUP！対象：産後2ヶ月～1年のママと赤ちゃん

9/7（水）10:45～12:00
★更年期を知る講座：女性ホルモンの変化に上手に対応できる身体と心の準
備を一緒に始めましょう♡
10/5（水）10:45～12:00

オンラインクラスは、タイ国外からもご参加大歓迎！
時間は、全てタイ時間です。（例：タイ9:00→日本11:00）

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
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 :9/2（金）・9/5（月）・9/9（金）・9/12（月） 
9:00～10:30
★初級 :10 回（＋テスト）9/9（金）～・9/12（月）～
★新・ルーシーダットンエクササイズ：初級修了者向け

の健康維持のためのクラスを新設しました！毎（火）8:45～10:15
★中級：7回 （火）13:00～14:30、スタート日はお問い合わせ下さい
★上級：10回（＋テスト）
★新・Follow Up コース：上級修了者対象のスキルUPクラス
　毎（月）13:00～15:00
★プロのためのプライベート特訓あり！

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、2023 年 2 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、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？まずは、パーソナルカラー検定無料説明会
にお越し下さいね♥
★無料説明会:9/8（木）　★パーソナルカラー3級対策講座：10/12（水）～・10/18（火）～
★パーソナルカラー2級対策講座：11/23（水）～
★ライフケアカラー3&2級対策講座：12月スタート　※ライフケアカラー検定無料説明会は11月予定

オンラインあり

タイに来たらまずはタイ語！
タイ語初級会話

オンラインあり

い♪ マンツーマンなので、カラーや
コーディネートのことで気になるこ
とはどんどん質問して下さいね♡
●時：リクエスト制

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・1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。
★タイ文字初級：お問い合わせ下さい　★タイ語検定対策

④ソーシャルスキルトレーニング・人間関係からの療育アプローチ
　 9/7（水） 11:30
⑤社会資源の連携からみたソーシャルアプローチ 9/13（火） 9:00
⑥発達検査から読み解く臨床アプローチ 9/13（火） 11:30
⑦言語とコミュニケーションからの療育アプローチ 9/20（火） 9:00
⑧サッカー療育の実践と課題 9/20（火） 11:30
⑨脳波異常・てんかん合併症例へのアプローチ 9/21（水） 9:00
⑩リトミックによる感覚運動支援アプローチ 9/21（水） 11:30
⑪強度行動障害と薬物療法へのアプローチ 9/28（水） 9:00
※中級資格申請には、1年以上の現場経験が必要です。
　経験の無い方も、初級修了者はご受講OK。今回特別にアーカイブもあり！
★初級（全5単位、各2時間）：
①発達障害の特性：10/6（木） 9:00
②発達障害に対する基本的配慮：10/6（木） 11:30
③障害特性に対する関わり方：10/7（金） 9:00
④発達障害に対する基本的な法制度：10/7（金） 11:30
⑤障害特性と医療：10/12（水） 9:00
※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

★得られる成果★・自分理解 ・就活に使えるプロフィールの書き方 ・家族から尊敬される私 
●時：4回コース 10/7・21・28・11/4（金）13:00～15:00　早割9/30（金）まで
※無料説明会：9/28(水) 13:00～14:00
STRを使った個別診断 30 分（1万円相当） プレゼント♡　※Part 2は、11月中旬スタート！

Gallery COMOのフラワーレッスン

東京・タイを拠点にプリザーブドフラワーの講師をしながら多数のコン
テスト受賞歴もある Keiko 先生。東京・吉祥寺にある先生のお店は、海
外のペーパーフラワー・リボンテクニックを日本スタイルにデザインして
取り入れた、フラワーギフト・花資材・花雑貨等を幅広く扱うボタニカル
ライフスタイルを提案する創作花屋。この度、久々の来タイを機に特別
ワークショップを開講します♡お花や綺麗なものが好きな方、手に職を
付けたい方、この機会にぜひご参加下さい♪

プリザーブドフラワーを使って、素敵なインテリアアイテムを作ります♡
「何かしてみたい」と思っている方、一歩踏み出してみませんか？

差が付く！お花のグリーティングカード
まずは、ハガキサイズのグリーティングカードを作って
みましょう♡大切な人にプレゼントしても、インテリア
として額に入れて飾っても素敵です。「手先があまり器
用ではなくて…」という方もお気軽にご参加下さいね♪

時：①8/8(月) 10:00～11:30 
　　②8/17(水) 10:00～11:30

体験クラス 

オーガンジーのリボンで、お花を作るアートを学びま
しょう♡テクニックを習得するだけで、可能性は無限
大！あなたのセンスを活かしませんか？
カリキュラム：全3作品（基本・クリスマスツリー・ブーケ）

時：3日間集中 
9/8(木) & 9/9(金) & 9/14(水) 9:00～12:00
※今回の基本コースの他に、応用コース・ラッピングコース
もあり。

Diplomaコース（基本）

プリザーブドフラワー雑貨のプロに♪
もっとたくさん作
品 を 作 り た い！
せっかく学ぶなら、
キャリアとして役
立てたい！ そんな
方は、Diplomaコー

時：2日間集中　9/12(月) & 9/13(火) 9:00～13:00

Diplomaコース

スへ♡帰国後の講師活動や制作・販売活動という新しい可能性を見つけませんか？
カリキュラム：全6作品（リース・三日月リース・クリスマスツリー・お正月・トピアリー
ツリー・ほうき）

詳細はこちらから♪
作品サンプルは
ボイスに展示中♡

オンライン限定

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、2018年から親子でたくさんの講座に

ご参加下さっている守屋さんにご登場いただ

きました☆

コメント　

スタッフ一同、仲良し親子に毎週癒しを頂いています♡これからもタイ生活をぜひ満喫して下さいね♪

My VOICE HISTORY ♥ from 2018

守屋見佳さん&結恵ちゃん
（2018年4月～、在タイ歴4年3ヶ月）

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
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　ボイスは、来タイした時に同じアパートの方から教えて頂きました。タイ語やデザート作り等の講座に参
加しながら毎日を楽しく過ごしていましたが、来タイ 2 年目からコロナの影響で制限の多い生活が始まり、
ストレスMax状態になってしまいました。
　そんな時、受講を始めた「NORIKO’ s セッション」。オーナーの範子さんから、「もう一度、自分らしく輝け
るパワー」を沢山分けて頂き、タイでの生活がもっと楽しくなりました。
　そして、幼少の頃からバレエを習っていた私の、「将来子供が生まれたら一緒にバレエをするのが夢」と
いうわがままなリクエストから誕生した、「親子バレエプライベートレッスン」。日本にいる時は仕事が忙しく

＆小物

て叶えられなかった夢を、親子で過ごす「かけが
えのない大切な時間」にして下さったボイスにとて
も感謝しています。
　これからもボイスを利用しながら、結恵と一緒に
タイでの素敵な思い出を沢山作っていきたいです。
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タイ語会話初級
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ハーバリウム
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↑毎年恒例！結恵ちゃんの手作り
クリスマスケーキ

←5つ星
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ハーバリウム→
↑オルゴナイト

美容
美肌維持におすすめ♥　

Q10クオリティクリームのススメ♥
若さと自信を取り戻す！首すじまで美人なあなたへ

年齢を重ねていくにつれ、見た目も中身も魅力的な女性として生きたいですよね♡ しかし残念ながら、容姿
の衰えは歳を追うごとに加速していきます。特に首すじは、ごまかしが効きません。首回りをスカーフで隠そ
うとしてはいませんか？そんなあなたの最後の希望、Q10クオリティクリーム（QQクリーム）を試してみて下
さい。毎日５分、肌に塗るだけ！ いつまでも若 し々く、自信に満ちた人生を一緒に歩んでいきましょう～♪

元々色白だったのにバンコクに来て
地黒に、しかもシミとそばかすが、、、。
今はこのクリームが私の守り神！
コスメマニアで、韓国コスメまであら
ゆる商品に手を出しましたが、この
商品に勝るナイトクリームに出会っ
たことがありません。
ゴルフの手袋をしていても、手に老
人性のシミが～。Q10 クオリティク
リームは、手の甲のシミ取りに使って
います。
マラソンが趣味で体力には自信がある
けれど、顔が日焼けで益々老けて行く。
そんな悩みを解消してくれたのが、こ
れ！今は気になる所全身に塗っていま
す。若さを保ってくれるので、高いと
は思いません。

タイからの送料無料♥（2022年3月末まで）

ご愛用者様の感想

30代
女性

40代
女性

60代
男性

60代
女性

 
只今、ボイスホビークラブ30周年記念キャンペーン♪
なんと、タイでの販売価格でお求め頂け、国際郵便送
料無料♡日本のお母様へプレゼントしませんか？

タイ国内でご購入の場合は、
ボイスにて特別価格で販売中♥

Made in Japanに生まれ変わりました～♪
※海外輸出用商品ですので、日本でのご購入はタイから
の個人輸入に限られます。

日本のお家へ直送中！

日本
直送
セット

45g （B4,500） ×1個 +
 3g （B450） ×3個 = B 5,850

ご注文は、QRコードから♪
YouTubeでQQクリームの

秘密公開中♥

究極のQQクリーム
シワ、シミ、ハリにも効果あり★ 在タイ者から旅行者まで、リピーター多数 !!
世界中からNo.1の素材を集めました !!
コスメ研究家 IKKYUUさん考案の究極の美肌クリーム！

ボイスホビークラブにて
特別価格で販売中 !

8/8（月）・9/6（火）・10/5（水） 13:00-14:00　　
☎02-119-7250 ～ 1（ボイスホビークラブ）

何故、QQクリームがオススメか？
それは、配合美肌成分のクオリティーの高さです。
●天然酵母から抽出した最高峰Q10を高濃度配合　
●世界一の美白成分　　　●無香料・無着色で安全、安心　
●スーパーヒアルロン酸　●日本製α―アルブチン配合
●フランス国立研究所のシワに効果の高い国際特許成分エキス
　　　　　　　●九州産トラフグ由来のマイクロコラーゲン
　　　　　　　●ハリと透明感の、タイ産プラエリアミリフィカ

もう、こ
のクリ

ーム１
個で、

美容液
もシミ

取りレ
ザーも

不要で
す。女

性の、
男性に

とって
も強い

味方!

兎に角、

試してみて下さい！

※参加者にミニサイズ（B450）
　プレゼント!

美肌スキンケアセミナー無料ご招待!!　  

プリザーブドフラワー雑貨コースプリザーブドフラワー雑貨コース

オリジナルリボン集中コースオリジナルリボン集中コース
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New Member
説明会

発達障害
コミュニケーション
特別講座

発達障害コミュニケーション
初級指導者認定

マネー
リテラシー

親子バレエ親子バレエ

シーン別英語表現シーン別英語表現
メイク術講座 プロも驚く

子育て術


