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VOICE HOBBY CLUB

在タイ中のNo.1必須科目!日本人好
みのメニューを選りすぐり、元タイレ
ストランオーナーシェフからタイ料
理のコツを学びましょう!毎回3品の

常設クラス1

タイ料理

生け花サロン
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？まずは体験クラスか
ら♪もっとたくさん作品を作りたい！

プリザーブドフラワー

在タイ記念に、タイ工芸『布の水
彩画』に挑戦しませんか？
大判ハンカチサイズに、お好きな
絵が描けます。額に入れても、ク
ッションや布バックに貼り付けて
も OK♪デザインは、サンプルか
ら選んでも、キャラクターやお好
みの絵を描いて来ても OK♡4 名
様よりリクエスト受付中！

バティック体験

分かりやすいカリキュラムに定評!
VOICE（Thailand）発行のベストセラー
書籍『後悔しない！タイ語の始め方』
を使って、使えるタイ語を正しい発音
で学びましょう！

タイ語会話
タイ語の初級会話を終了した方で、文字
の読み書きを勉強したい方にオススメの
クラス。可愛い形のタイ文字は、日本でも
人気♪文字が読めるとタイ国内旅行にも
役立ち、スーパーでお得なおまけまで上
手にゲットできますよ♥書き方の初歩から
学びます。
★タイ文字初級・週1コース（全20回）
★プライベート・セミプライベート
時：お問い合わせ下さい。

タイ文字

初中級者向けの楽しいESLコースです
♪ 英語は、実は中学文 法と語彙を増
やすだけで話せるようになるのです。
あとは、アウトプットあるのみ！文法・
リスニングの基礎練習から始め、毎回
違う方法で自分の意見や考えを英語で
言えるように訓練していきます。もっ
と自由に英語で話せるように、一緒に
楽しく訓練しましょう♪

アウトプット実践英会話

数枚のカードを切り抜
き、シリコンをはさん
で積み重ねるペーパー
アート。知的ゲームに
挑戦 !1回の講習で、額
に入れて仕上がります。

シャドーBOX

世界で大人気の手作りシルバー
アクセサリー。純銀+水+糊=銀
粘土だから成形しやすく、5 分の
焼成で簡単に純銀のオリジナル
アクセサリーが作れます。
基礎・応用と 3 種類の審査課題
に合格すれば、在タイ中に『銀技
能士資格』をゲット可!
★半日体験あり　リクエスト制
時：9:30～12:00 /

アートクレイシルバー
似合う色のオリジナルアクセサリー
を作ってみませんか？講師は、パー
ソナルカラーアドバイザーなので、
「色」についても一緒に学べるお得な
クラス。手作りアクセサリーで、『自
分色のコーディネート』を！
★体験：『乙女の可愛いピアス（イヤ

假屋崎省吾先生の愛弟子、澤田光遊
先生の素敵なクラス。普通の生け花
クラスとは一味も二味も違います。
華道草月流の基本とフリースタイル
の2種類を学べる素敵なサロン。綺
麗な花に囲まれた優雅なひと時を。

在タイ生活を有意義に♥

※記載以外は要お問い合わせN 資格・お免状取得が可能 タイならでは平日夜 or土日OK 和の講座新講座アイコン説明

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、日本語通訳付きで基礎から丁寧に指
導致します。先生も一緒に絵を描きながら
説明するので、とてもわかりやすいと定評
のある授業です♪

水彩画界の巨匠　
ソンポート先生の水彩画 
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和裁クラブ 着付け基礎

『在タイ期間を有意義に！』をモットーに、1993年1月にオープンしたカルチャーセンターです。
お陰様で1月で31年目になりました～♪　皆様の日頃のご愛顧本当に有難うございます。
ボイスの講座やイベントは、皆様にご満足頂けますよう、スタッフ一同日々努力致します。
リクエストやお気づきの点がございましたら、お気軽に受付までお知らせ下さい。
登録料B500でご入会頂けます。有効期限は無期限で、年会費も不要です。
講座の講習料とボイス発行書籍のお値段をメンバ－価格にさせて頂きます。    

ボイスホビークラブのご案内

お得なクラス。日本人通訳が日本に帰って
からの代用品なども説明。8 回 ×2コース 
まとめてのお支払いで5%オフ!
時 ：（火）9:30～12:00/13:00～15:30

★会話初級・週2コース（全20回）
★会話初級・週1コース（全20回）
★会話継続コース（全20回）
★タイ語検定対策 
★プライベート、旅行者タイ語あり。 
※随時スタートします。
日程はお問い合わせ下さい。

時：1/10（火）～ （全8回）
9:15～10:45

「大人のフォニックス」を受講された方
のリクエストから、その続編として新規
開講します♪大人のフォニックスクラ
スで学習した内容を元に、発展コース
ではディクテーションやシャドーウィン
グ、チャンツを用いた練習で更に発音
を極めます♪リスニング & スピーキン
グの強化にも繋がりますので、ぜひ楽
しく頑張りましょう！

フォニックス発展コース

時：1/13（金）初級スタート
毎（金）9:30～12:30

経験者は、切り方の説明を事前に受け取
り、お家でカットも可。カードは、和・タイ・
ヨーロピアンあり。1回毎のお申し込み。 
時 ：お問い合わせ下さい

リング）＆ブレスレット』
時：リクエスト制
10:00～12:30/13:00～15:30

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コースへ♡
★体験クラス：お問い合わせ下さい
★Diplomaコース：2/6（月）&2/7（火）

カ
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プチカラー診断とコーディネート

パーソナルカラー検定
日本カラーコーディネーター協会主催
の使える公式検定。検定日は毎年 2、
7 月。 衣食住に全て役立つ色の知識、
安全な生活と美味しい食事、色の効果
など実生活に役立つ内容です。色の基
礎知識を習得し、彩りある生活にして
みませんか？  ★次回検定:2/8（水）

ライフケアカラー検定

★無料説明会:11/30（水） 10:00～11:00
★3級対策：12/9（金）～午前
★2級対策:11/15（火）～（火）（水）午後

日本カラーコーディネーター協会主催の
使える公式検定。検定日は毎年 2、7 月。
髪、瞳、肌の3つの色素から、似合う色を
診断。今まで似合うと思い込んでいた色、意
外と違っているかも？ パーソナルカラー活用
アドバイザーとして、様々な場面で実践できる
ようになりませんか？  ★次回検定:2/8（水）
★無料説明会:11/30（水） 10:00～11:00　

自分で学ぶというよりも、似合う
色を診断してほしい！そんな方は、
こちらのセッションをご予約下さ
い♪マンツーマンでカラー診断を
させて頂き、お似合いのコーディ

タイや近隣諸国の布やシルクで浴
衣や着物、帯を縫いませんか？ 本
格的和裁がプロの和裁師から学べ
るチャンスです。オリジナルの浴
衣や帯を作りましょう。親子でペア
も可愛いですよ♥
時: （木）9:00～12:00/13:00～16:00
（土）9:15～12:15/12:45～15:45 

年中浴衣が着られるここバンコ
ク。ちょっとしたパーティーやコ
ンサートに浴衣で出かけません
か？女子力 Up! タイの人にも喜
ばれます。自分で綺麗に着れ、帯
もお洒落に結べたら、今度は単衣
の着物に挑戦 ! お子様の着付けも
お好み次第♪ 3回コース、1回レッ
スンもあり　
時:お問い合わせ下さい

タイの伝統工芸フルーツカービング♡
すぐに食卓で使えるような、実用的な
デザインを日本語で学んで頂けるよう、
ボイスカービングアカデミーがオンラ
インクラスを開講♡オシャレなカービ
ングで食卓を豊かに♪まずは、体験し
てみませんか？

在タイ必須科目!
伝統工芸フルーツカービング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やマラ
イのオーナメント、バナナの葉

タイ工芸体験

ご帰国後に復職されたい方や、英語力を
さらに上げたい方は、TOEIC に挑戦して
ご帰国までに履歴書に書けるスコアを目
指しませんか？英検 1級・TOEIC 満点講
師がTOEICの解き方のコツをお伝えして
いきます♪点数 UP の嬉しいお知らせが
続 と々届いています♥
時：1/6（金）～
12:45～14:00 （全10回）

TOEIC対策コース

本当に英語力を変えたい方のための英
語ジム。今日本は空前の英語ブーム。タ
イ語中心のタイとはいえ、せっかく海外
にいるこの機会に英語をもう一度復習し
てみませんか？ とても分かりやすいと
評判のクラスです。2022年後半、中学

中学文法復習コース

文法からやり直してみましょう♪
★中学文法復習（前編）：11/24（木）～
11:00～12:15 （全10回）
★中学文法復習（後編）：11/22（火）～
11:00～12:15 （全10回）

メニューはHPで♪　
1回だけの受講もOK！ （土）にプライベートクラスもあり。

色で楽しむ『ハーバ
リウム』を作ろう！ 
日本で大流行の
ハーバリウムとは、
『植物標本』という

ハーバリウム

意味。お好きなプリザーブドフラワーや
アートフラワー、木の実を選んで、オリジ
ナルのインテリアアクセサリーを作りま
しょう！あなたのセンスでお洒落なプレゼ
ントを♪Noriko とお話ししながら、楽しい
ひと時を～♪3名様よりリクエストOK！

ご登録よろしく
お願いします♥

インスタグラム

FacebookLINE＠

ホームページ

天然石を使ったアクセサリー♡らぼ

ボイスホビークラブの最新情報をお届け！

「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

カフェごはん　By Hashu

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、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
と一緒のご参加も大歓迎です★

※対象：大人のフォニックス修了者
時：1/9（月）～ （全8回） 11:00～12:30

初めての方は、

New Member 

説明会にお越し下さい♪

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？プワンマ
ライは、生のお花と造花の2種類あり♡

オンライン限定
英語が上手な人の特徴の一つは、「き
れいな発音」です。一つ一つの音をど
のようにして出すのか、基礎から発音
を学びませんか？ご自身の英語の発音
を矯正されたい方にオススメです！お
子様だけでなく、お母様もぜひフォニッ
クスを身に付けて下さいね。音の学習
なので、英語初心者でも大丈夫です♥
時：1/9（月）～ （全9回）

大人のフォニックス

9:15～10:45
　

オンライン限定 オンラインあり

世界中で耳にする
ことの多い中国語。
レベル別に 2 種の
講座をご用意しま

中国語

した♡中国で 10 年間ビジネス経験があり、通訳者である日本
人講師が、語学のみでなく文化も伝授！ビギナーさんも経験者
もお待ちしています♪★0から学ぶ中国語：基礎をじっくり学ぶ
クラスです。スタート日はお問い合わせ下さい。★会話を楽し
む中国語お茶会：昔学んだ中国語を忘れたくない方、会話レベ
ルを上達させてたい方は、お茶会でおしゃべりしましょう。
時: 毎（火） 10:00～11:00（オンライン）
　 毎（火） 13:00～14:00（対面）

在タイ中に使える会話力を身に付
けよ う !  大人気の生きた英語を学
ぶクラス。 英会話の基礎力をつけ、
日常で使える フレーズを覚えま
しょう !  自己紹介・ あいさつ・レ
ストラン・ショッピング・ ファスト
フード店・空港・ホテル等で 役立
つ表現を学びます。
時：1/11（水）～ （全8回）
9:15～10:45

シーン別英語表現 オンライン限定

オンラインあり オンラインあり

オンライン限定 オンラインあり

皆様に安心・安全な環境でお過ごし頂けるよう、
ご来店・ご受講の際は以下のご協力をお願い致します。

「コロナウイルス対策ご協力のお願い」

＊隔離中の方はご来店頂けません。
　オンラインクラスにご参加下さい。
＊体調の悪い時は、ご来店をご遠慮下さい。
＊お出かけ前にご自宅で検温頂き、37.5度以上の場合は、
　ご来店をご遠慮下さい。
＊必ずマスクをご着用下さい。
＊到着時や用具（ヨガマットなど）をご使用の際は、
　設置してある除菌剤をご使用下さい。

 13:00～15:30★通常クラス：隔週（金）9:00～12:00/13:00～16:00※1月は（月）
11/11・11/25・12/2・1/16・1/30 ★SPクラス：12/16 クリスマスSP

オンライン限定

ネートのアドバイスもいたします♡ぜひ
あなたの魅力を最大限に活かせるコー
ディネートを見つけてみて下さいね♪
お友達とお二人同時のご予約もOK！
時：リクエスト制

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 1時間半で色彩学の基本と
似合う色の定義を伝授します
♡「分かりやすかった」と好評
です♪

オンラインあり オンラインあり

N

時:隔週（木）9:30～12:00/13:30～16:00 
11/3・12/1・12/15・1/5・1/19
★半日体験あり
※4ページのコラムもぜひご覧下さい♪

講座のお申込について

各講座、お申込はお電話にて承ります。WEB申込専用フォームがHPに設置してある講
座は、WEBにてお申込頂けます。メールやインスタグラムのDMでのお問い合わせは、お
返事にお時間を頂戴する場合がございますので、ご了承下さい。各講座、定員になり次第
締め切らせて頂きます。

お支払・キャンセルについて

お支払・キャンセル期限は、講座の1週間前とさせて頂いております。1週間前を過ぎますと、キャンセル
は不可となりご返金も出来兼ねますのでご了承下さい。万が一、ご受講ができなくなった場合は、ウエイ
ティングの方がいらっしゃる場合がありますので、できるだけお早めにご連絡下さい。前日でも、営業時
間内のご連絡であれば、日時の変更が可能な場合がございますので、ご相談下さい。
キャンセルポリシーが異なる講座は、お申込時に別途ご案内させて頂きます。

前半はボイスの講座やおすすめのお

店の紹介、後半はタイ生活情報をお

届けします♡入会金も割引になり、
お得なクーポンもプレゼント♪

お子様連れOK★

02-119-7250～1
月～金 8:30～18:00/土 9:00～16:00受付

☎

オンラインあり

予定  ★オリジナルリボン集中コースもあり

時：毎（月）（火）9:00～12:00/13:00～16:00
時：所要時間1時間半。日時リクエストOK！

時：所要時間2時間半。日時リクエストOK！
時：12/19（月）・1/10（火）他
9:30～11:00

★3級対策:11/23（水）～午後・12/7（水）～午前
★2級対策:11/23（水）～午前　


