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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）

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。
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）：①発達障害の特性：1/18（水） 9:00
②発達障害に対する基本的配慮：1/18（水） 11:30　
③障害特性に対する関わり方：1/19（木） 9:00
④発達障害に対する基本的な法制度：1/19（木） 11:30

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・生理痛等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:11/25（金）・12/2（金）・12/19（月）・1/9（月）
    9:00～10:30
★初級:10回（＋テスト）12/2（金）～・1/9（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 　★上級：10回（＋テスト）
★Follow Up クラス：上級修了者対象
★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 2/8（水）。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！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？
★無料説明会:11/30（水） 10:00～11:00
★パーソナルカラー3級対策講座：11/23（水）～午後・12/7（水）～午前　
★パーソナルカラー2級対策講座：11/23（水）～午前
★ライフケアカラー3級対策講座：12/9（金）～午前  
★ライフケアカラー2級対策講座：11/15（火）～（火）（水）午後
★パーソナルカラー入門：12/19（月）・1/10（火） 9:30～11:00

オンラインありボイス子育てコミュニティ with 津守先生
子育て中のママたち、ストレスを抱え込んでいませんか？数学や英語は
習っても、「子育て」は授業が無く、家庭科でも習いません。何も分からな
いままスタートし、世の中の沢山の情報に翻弄される…。そんな経験は有
りませんか？何でも相談できるお友達がいれば良いですが、そうとばかり
は限りません。しかも、海外での子育ては、周りに親族もいないし、不安が
一杯！そんなママたちのために、「発達障害コミュニケーション指導者認定
講座」で受講者の皆さんから絶大な支持を得ている津守先生に、毎月1
回「子育てお悩み相談講座」を開催して頂ける事になりました！最新の子
育て情報も GET でき、お悩み相談もOK！コミュニティメンバー限定で録
画視聴も可。講座に加え、コミュニティでは、お茶会やランチ会なども企
画していきます♡一人で抱え込んでいるママさん、お待ちしています！

★子育てお悩み相談講座：毎月第2または第3（水）9:00～11:00 　
・11/9（水）：感情のコントロールの仕方 　・12/14（水）：良い親子関係とは？
・1/11・2/15・3/15、他 　★オフラインお茶会・ランチ会：お問い合わせ下さい

オンラインあり

⑤障害特性と医療：1/26（木） 9:00　
※資格取得には、別途レポート提出あり。
★中級（全11単位、各2時間）：3月開講予定　
★カウンセリング：お問い合わせ下さい

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、お持ち帰りし
てランチやディナーに♪
★常設クラス：隔週（金）9:00～12:00/13:00～16:00
※1月のみ（月）に変更
①11/11：（C-2） エビのレモンクリームソテー・
　オニオングラタンスープ・さつまいものアイス
②11/25：（C-5） 台湾混ぜそば・麻婆豆腐・ミルク餅
③12/2：（A-1） ラザニア・アヒージョ・フルーツヨーグルトゼリー
④12/16：クリスマスSP♡
⑤1/16（月）：（A-2） タンドリーチキン・ガーリックシュリンプ・カボチャプリン
⑥1/30（月）：（A-3） エビのクリームコロッケ・食べるミネストローネ・フルーツポンチ

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
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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、勉強も運動も熱心に

取り組まれているKanakoさんに

ご登場いただきました☆

コメント　

いつもクラスの雰囲気を明るく楽しくして下さるKanakoさん♡今後のタイ生活もぜひ楽しんで下さい♪

My VOICE HISTORY ♥ from 2021

Kanakoさん
（2020年12月～、在タイ歴1年10ヶ月）
お子さん：Subaruちゃん& Irohaちゃん

女性用・男性用浴衣
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　FACE を見て参加した説明会で、ボイスには為になる講座がたくさんあると知り入会しました。問い合わせに
も親切に丁寧に対応して下さり、安心して申し込めました。質問しやすいアットホームな雰囲気もとても好きです。
　私がハマったのはボクササイズと英語。ボクササイズは、とにかく汗だくで翌日に必ず筋肉痛になります。
ストップ先生が笑顔で追い込んでくれるので、皆必死になって頑張り部活のような連帯感が生まれます。マ
スクの替えまで必要だったクラスは、他に受けたことがありません（笑）。
　英語は、子供の教育で気になっていたフォニックスが、大人でも学べることが嬉しく受講。ミユ先生の面白
い英語の小ネタが記憶によく残って、次のシーン別英語表現では楽しく積極的に話したいと思い始めました。
バンコクでは、普段の生活でも多国籍な知り合いが増える機会が多く、話しかけて仲良くなりたいという思い
が強まりました。中学英語ができると、日常会話は大体話せると何度も聞いていたので、レイナ先生の中学文
法復習コースも受講。学んだ文法を使って普段の会話ですっと伝わった時は、小さく自分の中でガッツポー
ズ！今後は、アウトプットの講座でよりスムーズに会話ができるようになりたいです。
　娘も、そろばんの先生が大好きで楽しく通っていて、今はかけ算を学習中。
大人も子供も楽しく学べる先生たちが揃っていて、今後も楽しみです。
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↑中学文法復習
コーステキスト

←Iroha
　ちゃん

↑そろばんを頑張る
  Subaruちゃん

↑仲良し親子
そろばん

かきかた 

Q10バンコク
美肌セミナー

美容
美肌維持におすすめ♥　

↑大人のフォニックス&
シーン別英語表現テキスト

大人のフォニックス
マンゴー試食会New Member

説明会

ボクササイズボクササイズ

シーン別英語表現シーン別英語表現
シーン別英語表現中学文法復習コース（前編）

中学文法
復習コース（後編）

ルーシーダットン

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 !

11/24（木）・12/13（火）・1/16（月） 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
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リーム
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も強い
味方★

まずは、

試してみて下さい！

＜セミナーご参加プレゼント＞
・クリームミニサイズ（B450相当）
・11月～1月限定！洗顔フォームの
   サンプルもプレゼント♡

美肌スキンケアセミナー無料ご招待!!

不動産 主婦の味方！

桜井 要 (M.D.)Amporn (G.M.) Azure Sukhumvit 39

www.cygnethome.com
チャンネルはコチラ

住まいへ感動を！住まいへ感動を！
　　小回りの利くスピーディーな不動産屋

あなたと住まいをつなぐ シグネットホーム
小回りの利くスピーディーな不動産屋
あなたと住まいをつなぐ シグネットホーム

Cygnet Real Estate Co., Ltd.
085-481-1793 (日本人)　　02-103-3223～4（代表）

cygnet_bkk
Official Cygnet Home

2022年の

夏休み
2022年の

夏休み

クラフト

お絵かき

クッキング

キッズ
バランスボール

他にも、エクササイズ・バドミントン・リトミック・お習字・かきかた・そろばん・英語等
たくさんやりました～★

他にも、エクササイズ・バドミントン・リトミック・お習字・かきかた・そろばん・英語等
たくさんやりました～★

ボイスの
ハロウィン
ボイスの
ハロウィン

20222022

楽しい♪ かわいい♥

おいしい♥

Trick 
or 

Treat！

アートくらぶ

バレエ

秋のぷち
キッズSP

キッズ
クッキング

カフェごはん
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