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 　2022 年ともいよいよお別れ！　バンコクは、完全に活気が戻って来ました〜♪
さあ、本帰国までにやっておく事、順調ですか？　在タイ中に資格を Get ！来年 2
月の公式カラー（パーソナル・ライフケア）検定を目指しましょう！検定申込締切
は 12/17（土）です。11 月より始まった発達障害検定でお馴染みの津守先生の『子
育て講座』！ 12/14（水）は、『良い親子関係とは？』。先生に様々な質問やアドバイ
スを貰いましょう！ 子育て関係ない方にも有益なセミナーなので、ご参加 OK です。
街中に溢れて来た葉っぱのマーク！あなたは、大麻の正しい知識を知ってますか？
ご主人様とご一緒にどうぞ！ 12/17・1/21（土）FACE 参照♪ LINE で最新情報を→

　《コロナウイルス対策ご協力のお願い》 　みんなで安全な空間を作りましょう♡
　　いつもボイスホビークラブをご利用下さり、誠に有難うございます。只今ボイスホビークラブは、
　お客様のご来店後に机、椅子の消毒、各部屋オゾン消毒を毎週末に行っています。今後も安心で安全な
　環境でご利用頂けるように務めたいと思います。ご来店の皆様は、下記のお約束を必ず守って下さい。 
　＊ご本人及びご家族がコロナの可能性のある場合は、ご来店をご遠慮下さい
　＊体調の悪い時はご遠慮下さい　＊不安な方もいるのでマスクをご着用下さい　
　＊お出かけ前に検温され、37.5 以上の場合はご遠慮下さい
　＊ボイス到着時には、手をアルコール、あるいは『除菌剤さぶぅ』で消毒して下さい＊　

　新講座のお知らせ　日本からコンテンポラリーミクソロジーシェフがタイに！ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　この度、つい先日まで日本で活躍され、現在はバンコクで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メニュー開発、食品から化粧品まで様々な商品開発に携わる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　シェフ & ミクソロジストの江原卓先生をお迎えして、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毎月 4 種類開講！　コース　ミストロジーカクテル・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　コンテンポラリーフランス料理・ワイン＆オードブル・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　クッキングサイエンス 12 月は、お試しの 2 種のみ！　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同じメニューは恐らく回ってこないので、お見逃しなく！

★ミクソロジーカクテル★ 　　時　　12/12（月）午前 9：00 〜 12：00　　　　　　　　　　　
　パプリカのソテーとフレッシュオレンジのカクテル・オレンジママレード　
新鮮な野菜、果物、ハーブなどを使い、素材そのものの旨みを極限まで出せるカクテル。
アルコール入り、ノンアルコール、ママレードの硬さも生徒さんのお好みで♡　

★コンテンポラリーフランス料理 X'mas 仕様★　　時　　12/14（水）午前 9：00 〜 12：00　　
　鶏モモ肉のクリーム煮＆付け合わせ　家庭で作れる
美味しいフレンチのレシピを伝授。見た目もおしゃれに！　
ワインにも相性が良いメニューです。

　　　持ち物　　エプロン・お手拭き・筆記用具
　　　参加費（材料費込み）　 1 回　　メンバー　B 1600　ノンメンバー　B 1700
　　★フランス料理おせちの限定販売！　12/30（土）渡し　詳細はしばらくお待ち下さい。　

　Joy 先生のハーバルボールと全身マッサージ習得 3 回コース　タイの伝承医療で　　
　　　　　　心も身体もリラックス♪　お部屋に入った瞬間から癒され、本物を学びたい方へ
　　　　　　　在タイ中に覚えたい、ハーバルボールのテクニック！　実際にミニハーバルボールを作り
　　　　　　　ます。中に入れる材料を実際に刻むところから、本格的に学びます。マッサージの基本を
　　　　　　　部位毎に覚え、手技とハーバルボールの使い方も学びます。生きたお土産は如何ですか？
　　　　　　　　時　 　11/29・12/6・13（火）午後 12：00 〜 2：30　　2.5 時間 X 3 回　後 1 名
　　　　　　　新クラス只今調整中　ご希望の方は、ご連絡下さい
　　　参加費（材料費込み） ３回　メンバー　B 4300　ノンメンバー　B 4500
　　　　　　　1 回目のみ参加（ハーバルボールの作り方と意味、頭部マッサージ 
　　　　　　　メンバー　B 1800　　ノンメンバー　B 1900　　定員　2 〜 6 名

　Herbal Compress Massage　JOY 先生にマッサージして貰おう♡
　こんな方にオススメ！   筋肉痛・関節痛・消化不全・疲労・ストレスの方　
　リラックス・血行改善したい方　お肌の引き締めや活性化したい方　身体の調子を整えたい
　　　時　　（水）（木）午後　他ご相談を♪　服装  楽な服装で  
　　　参加費　メンバー  1 時間  B 1000    10 時間クーポン  B 9500     ノンメンバー 1 時間  B 1100  

　ルーシーダットン集中講座 　在タイ中の必須課目！　タイでしか学べないホンモノを！
　　　　　　　　頭痛、生理痛で悩んでいる方、更年期障害、腰痛で辛い方はいませんか？
　　　　　　　　　タイの先人の知恵、伝承医療で健康長寿に〜！ストレスの多い今だからこそオススメ！
　　　　　　　　　体幹を鍛えることで頭痛、生理痛薬とさよならしましょう。経験者クラスも充実
　　　　　　　　

　　　　　　　　＊体験クラス　基礎の呼吸法から丁寧に説明。コース受講予定の方もご参加下さい。
　　　　　　　　　　時　① 12/2（金）若干名　② 12/19（月）③ 1/9（月）午前 9：00 〜 11：30
　　　　　　　　　 　　①③は、新コース１回目。空きが有れば体験後そのままコースへお入り頂けます。
　　　　　　　　　　参加費 (1 回のみ ) 　　メンバー　B 400　　ノンメンバー　B 500

＊初級 　（月・金）午前 9：00 〜 11：30　お申し込みはお早めに〜！
　　　（金）コース　12/2・9・16・1/6・13・20・27・2/3・10 ・17　テスト　2/24
　　　（月）コース　1/9・16・23・30・2/6・13・20・27・3/6・13　 テスト　3/20　　　　

       
講座の詳細はこちら→
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『似合う色』のことです。人は各々、目・肌・髪の色素が違います。それらの色素を科学的に分析し、だれ
でも使いこなせる知識です。個人の性格やイメージを基本にしたものでは有りません。
色の基礎を知り、服、ヘアカラーからメイクに至るまで、間違った色を選ばず、色を
使いこなし、素敵な私、『自分磨き』をしましょう！
　　　時　②（水）午後 1：00 〜 ３：30　６回　11/23・30・12/7・1/11・18・25
　　　　　③（水）午前 9：30 〜 12：30　5 回　12/7・1/11・18・25・2/1
　　　持ち物　　筆記用具・定規・はさみ・スティックのり　
　　　教材費（テキスト・カラーチップ・補助テキスト）  B 1965
　　　参加費　メンバー　B 6500　　検定料（送料・振り込み料を含む）　B 3100

＊ 2 級対策講座　 仕事に使える『カラーアドバイザー』の称号 GET ！
　色選びをお手伝いできる『パーソナルカラー活用アドバイザー』を目指します。
本帰国後のお仕事、販売やサービス業など様々な場面で実践できる内容です。
　　　時　①（水）午前 9：30 〜 12：00　7 回　11/23・30・12/7・1/11・18・25・2/1　②　その他
　　　持ち物　　筆記用具・定規・はさみ・スティックのり　　参加費　メンバー　B 7500
　　　教材費　　B 1750　　検定料（送料・振り込み料を含む）　B 4100

＜ライフケアカラー検定対策講座＞　衣食住の色を学び、キャリアに活かそう！
　昔は小学校入学前に、色弱、色盲のテストが有りましたが、今は大学の工学部の試験くらい？
でも実際に働く時にはかなり職業制限があります。世の中には色の認識がしづらいの方が沢山
います。そんな方に優しい『ユニバーサルカラー』が現在注目されています。ぜひ学んで下さいね。
＊ 3 級ポイント集中 5 回講座　衣食住、子育て、福祉にも役立つ色の知識 ♡
　「全ての人の心を豊かにする、生活の質を高める色使い」をテーマにした、実際に色を使うための楽しい
衣食住を実践するためのカラー検定です。「10 代若返って見えるファッションカラーは？」「四季を美味し
く演出する食卓の色使いは？」「ぐっすり安眠できる寝室の色は？」など、生活の中で活用できる色の勉強
です。色の基本知識を知っていると、便利な事が沢山ありますよ。『彩り有る生活』を送りましょう！　 
　　　時　　①（金）午前 9：30 〜 12：30　5 回　12/9・1/13・20・27・2/3
　　　持ち物　筆記用具・定規・はさみ・スティックのり
　　　参加費　メンバー　B 6500　　検定料（送料他を含む）　B 3100
　　　教材費（テキスト・カラーチップ・補助テキスト） B 1800

＊ 2 級対策講座　ライフケアアドバイザーを目指そう！
　　　　　　　『ライフケアカラーの衣食住への実践』をテーマに、色の効果的な使い方を実践するための
　　　　　　　 配色方法を習得しましょう。育児・介護・福祉に役立つ色彩活用法と他者へのアドバイス
　　　　　　　 法の習得が目的です。2 級合格で、『ライフケアアドバイザー』の称号が授与されます。
　　　　　　　　時　①（火・水）午後 1：00 〜 4：00　5 回　11/15・29・12/6（火）・1/18・2/1（水）
　　　　　　　　持ち物　筆記用具・定規・はさみ・スティックのり　　参加費　　メンバー　B 7500
　　　　　　　　教材費（テキスト・補助テキスト） 　B 1900　　　検定料（送料他を含む）　B 4100

　パーソナルカラー入門   必須！ あなたに本当に似合う色は、何色？　
パーソナルカラーの基本を学びましょう ~ 色彩学の基本も交えて、似合う色の定義を ! 
色の布で顔映りの変化もみてみましょう！　イエローベースとブルーベースの違い。4 種類の
ピンク、同じピンクでもこれだけ違います。あなたに似合うピンクは、どれか体感しましょう。
　　　時　　① 12/19（月）午前 9：30 〜 11：00　　② 1/10（火）午前 9：30 〜 11：00
　　　参加費　　メンバー　B 600　ノンメンバー　B 700 

　

　　　参加費（10 回コース＋テスト料＋修了証）　メンバー　B 9,000　
　　　テキスト　B 400　　コース卒業生が復習で入る場合　1 回　B 800　

＊新ルーシーダットンエクササイズ　対象は初級終了者（テストを受けていない方も）　
　一所懸命学んだルーシーダットン、中級に行くのはハードルが高い。でも身体に良いから続けたいけれど、
自分一人では中々出来ないし忘れてしまう〜！って方にオススメのクラス♪　　　　　　　　　　　　 
 （火）午前 8：45 〜 10：15　参加費　メンバー 6 回チケット（有効期限 3 ヶ月）B 4000 1 回  B700

＊中級コース（7 回コース）　あなたもルーシーを極めよう！　只今募集中！

　　　時　　（火）午後 1：00 〜 2：30　他　　　参加費　　メンバー　B 6,800

＊上級コース（10 回コース）　ここまで来たら、本気でプロを目指そう！

　　　時　　 お問い合わせ下さい　　　参加費　メンバー　B 19,500

＊ Fllow Up コース 　対象上級終了者　せっかくの技術、忘れないためにもスキル Up!

　　　時　　毎（月）午後 1：00 〜 3：00　　定員 2 名より開講　　参加費　メンバー 6 回チケット
　（有効期限 3 ヶ月）　B 4500　1 回　B 800　　＊プロのためのプライベート特訓クラス有り !　

　New Member 説明会　新赴任の方必須！お役立ち生活情報セミナー！参加無料！  
　『ボイスホビークラブって、どんな所？』　『何やっているの？』　タイに来られたばかりの方、ボイスを
ご存知ない方のために、毎月 2 回実施中。前半は講座や新企画のご案内、後半はより良いタイ生活を送る為、
タイと日本の病院、薬の違いなどなど役立つ情報をお伝えしています。お子様連れも OK です。
　又、当日ご入会される方は、入会金 B500 が B300 とお得に！　既にメンバーの方で、まだご参加頂いた
事のない方もウェルカム！　スポンサー様の割引クーポン券やボイスの講習券 B100 もプレゼント !  
　　　時　　　① 12/6（火）  午前 9：30 〜 11：45　　② 12/19（月）午後 12：30 〜 2：45　　
　　　　　　　③　1/9  （月）午前 9：30 〜 11：45　　④  1/25（水）午後 12：30 〜 2：45　要予約
　　　尚、入会ご希望の方は、お帰り時間が混み合いますので、お手続きのため 10 分早くお越し下さい。

　日本公式検定 ライフケアカラー・パーソナルカラー検定対策講座　毎年 2,7 月実施
　在タイ中に資格を Get ！一生使える講座！リアルとオンラインの両方開講！
　検定日 2/8（水）ライフケアカラー・パーソナルカラー 2、3 級　願書締切 12/17（土）

◆検定無料説明会     11/30（水） 午前 10：00 〜 11：30　要予約
　あなたの時間を有意義に使いませんか？　帰国後の就職にも有利です。色はあなたの周りに溢れていま
す。あなたの着ている服、靴、バック、街にも建物にも、部屋の中の家具にも色は付いています。そんな
色についてもっと知ってみませんか？　色を知ることにより、あなたがより若々しく見えたり、居心地が
良かったりと様々な効果が現れます。資格のためだけで無く、生活に潤いが与えられること間違い無し！
タイにいる今だから勉強できる内容です。日本ではこのように丁寧な講座は行われていませんヨ。

＜パーソナルカラー検定対策講座＞　自己 PR からビジネス戦略まで活かせる色の実践！
＊ 3 級対策講座　『自分ブランディング』！　パーソナルカラーって何？　『好きな色』ではなく、



- 3 -

 タイ伝統工芸特別体験コース　タイの工芸にチャレンジしてみませんか ? 
　縁あって住んでいるタイ。折角なのでこの国の文化を学びませんか？　毎回 2 時間半位で様々な作品が
　　　　　　　　作れます。タイのお土産は、手作りで〜♪　

　　　　　　　　時　　午前 9：00 〜 12：00・午後 1；00 〜４；00
　　　　　　　　カリキュラム　（月・火・水）他　リクエスト下さい
　　　　　　　　  ①オーナメント（造花）12/13（火）午前・午後 
　　　　　　　　　②ポアンマライ（造花） 12/13（火）午前・午後   ほか
　　　持ち物　　はさみ・筆記用具・入れて帰る袋 　　定員　4 名様より
　　　参加費　1 回 　メンバー　B 800 　　ノンメンバー　B 900 
　　　　　　　4 回チケット 　メンバー　B 3000 　 ノンメンバー　B 3400
　　　　　　　プライベートクラス　　メンバー　１名　B 3600　　2 名参加　B 1800/ 人

　正しく知ろう！ 大麻の知識！　今、バンコクの巷には、葉っぱのマークが溢れています（汗）
今年 6/9 タイでは『大麻』が解禁になりました。大麻＝危険なもの？実は日本でも、化粧品や食品に含ま
れているのはご存知でしょうか？ プラスチックもエネルギーも大麻から作られる事はご存知でしょうか？
でも実際に、街には危険なものもいっぱい！ では、何がどう違うの？　お土産に買っても良いの？
　そんな疑問にお答えします。東南アジア初日系大麻企業の Siam Reiwa の茅原 Coo から、正しい知識
を学びましょう！　ぜひ、ご主人様に教えてあげて下さい。今後ビジネス上でもかなり脚光を浴びます。
日本では１万円の講座だそうです。海外からの為、Zoom 参加も OK です。（但し、参加費は違います）
当日コーヒー、紅茶の試飲があるので、20 歳未満のお子様は不可。お申し込みはサイトより
　　　時　① 2/17（土）　　② 1/21（土）　午前 9：30~11：30　　要予約❗️
　　　参加費　　対面（ボイスホビークラブ）　B 500　タイ国外からの Zoom 参加　4,000 円

　新・津守先生の子育てオンライン講座スタート！　対象は、どなたでも OK です。
　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子育てがスタートし、世の中の沢山の情報に翻弄される〜（涙）
そんな経験は有りませんか ? 相談できる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！そんなママの為に、津守先生に毎月 1 回テーマを
決めて『子育てお悩み相談講座』を開催して頂きます。お悩み相談や最新の子育て情報も Get ！
　担当講師　津守慎二先生　一般社団法人日本医療福祉教育コミュニケーション協会常務理事、現場で子
供達を見ている岡山県指定児童発達支援 • 放課後等デイサービス学習支援レインボー教室代表
　　　　　　　　時　　　毎月 1 回　午前 9：00 〜 11：00　　
　　　　　　　　テーマ　　第 2 回 12/14（水）良い親子関係とは ? 
　　　　　　　　　　第 3 回 1/11（水）子育ての魔法の言葉とは？　2/15・3/15 予定
　　　　　　　　参加費　　メンバー　３回（有効期限 5 ヶ月）　B2700　 1 回　B 1000　　 
　　　　　　　　　　ノンメンバー　1回 　B 1100 　お申し込み時にメールアドレスをお知らせ下さい。

　医療法人公式検定　発達障害コミュニケーション初級講座　オンライン資格講座
　『発達障害』って何でしょう？　大半の方はご自分には関係ないと思っていますよね？　それがそうでは
ないんです。人の悩みって殆どが人間関係。現在 3 歳半検診で、4 割以上のお子さんが『発達障害の疑い』
と言われています。大人になってから診断される方もおられます。それだけ身近な『発達障害』を知る事で、
自分を知り、人との接し方が理解でき、人間関係の悩みを解決する事になるかも知れません。避けて通れ
ないなら、正しい知識を身につけませんか？　初級は中学生以上のお子様もご参加頂けます。

担当は、協会理事の津守慎二先生です。毎回進化し再受講者も多い楽しい講義です。
　初級　　時　　①午前 9：00 〜 11：00　　②午前 11：30 〜午後 1：30
　　　1/18（水）① 第 1 回発達障害の特性　 ② 第 2 回発達障害に対する基本的配慮　　
　　　1/19（木）  ① 第 3 回障害特性に対する関わり方　 ② 第 4 回発達障害に関する基本的な法制度

　　　1/26（木）  ① 第 5 回　障害特性と医療　　 
　　　参加費　　5 講座　　メンバー　B 5000　　ノンメンバー　B 5500
　　　　　　　　1 講座　　メンバー　B 1100　　ノンメンバー　B 1200
　　　テキスト代（全員必須）　B 1800　　持ち物　　筆記用具

＊資格申請は、5 科目受講後 1 週間以内に、簡単なレポートと認定料 4000 円を受付にご提出下さい。
海外からの受講の方は、日本円での振込先とテキストの入手方法をご連絡します。次回の中級オンライン
講座は、3 月を予定しています。
　★津守先生の個別 Zoom コンサルティング　をご希望の方もお問い合わせ下さい。
　　　時　ご都合の良い日時を２〜３お知らせ下さい。
　　　参加費（1 時間）　コミュニティー M　B 3300　メンバー　B 3500　ノンメンバー　B 3700

　あなたの人生が生きやすくなる　STR( 素質適応理論）　自分の本質を
　知り、幸せに生きることが、家族の幸せ♡ 陰陽五行思想でより良い人生を〜♪
　STR( 素質適応理論）入門　資格講座　オンライン Zoom 講座
　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
んよネ？　STR は陰陽五行に基づき、生年月日からその人が分かります。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。まずは自分を知りましょう♪講
師は、海外子育てのプロ、Kyou 先生です。まずはオンラインで入門をご受講され、スキルアップに 3 月
にリアルで再受講されませんか？再受講は無料です。
　　　時　　  ① 12/15（木）午前 9：00 〜 11：30　　② 1/14（土）午前 9：00
　　　　　  　　 　　　　　　　　　　　　　　　　お申し込みは、QR コードより→
　　　　　　　　対面講座は 2 月末を予定！　再受講は無料なので、お楽しみに♪
　　　　　　　＊個人シート作成の為、事前に下記をお知らせ下さい。
　　　　　　　　1 お名前　 2 西暦の誕生日 (23:00~24:00 生まれかどうか )
　　　参加費　　ボイス払いか日本送金かお選び下さい。　メンバー　B 1700　ノンメンバー　B 1800

　STR 個別カウンセリング　ご家族のお悩み、あなたの進むべき道などを
ズバリ解決！ Zoom　Kyou 先生とお話ししてみませんか？　追加で家族関係も。
　　 時　　ご都合の良い日時を 2~3 日お知らせ下さい。
　　 　　　　1 お名前　2 西暦の誕生日 (23:00~24:00 ？）
　　 参加費　お試しバージョン（お一人 30 分）　メンバー　B 1700　ノンメンバー　B 1800

　来年の対面講座予定　9 月の受講生も、即役立つと驚いた STR ！本帰国あるいは他国へスライド
　される時にお仕事として使える本気の『基礎』『応用』『カードマスター』を開講。無料説明会も♡

★ STR 体験できる無料説明会　2/27（月）　★入門　2/28（火）　★カードマスター講座　3/1（水）
★ STR プロ講座　将来のお仕事に！　基礎 3/2・3・6・7　応用　3/8・9・10  来年値上げが〜！
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　「プロも驚く子育て術」　幼児教育のパイオニアかがみ先生特別企画！   オンライン
　　　　　　　　　　　　　　　褒めれば良いってものじゃなかったのね〜！子供のやる気を
　　　　　　　　　　　　　　　奪っているのは、大人だった（汗）　目からウロコの子育て法！
　　　　　　　　　　　　　　　　　10 歳までに脳の基礎を作ることが如何に大切？　男の子と女の子の
　　　　　　　　　　　　　　　　　育て方の違いもあったのですね〜！　未来の子ども達から感謝され
　　　　　　　　　　　　　　　　　る子育てを目指して 30 年、延べ 2 万人の親子と関わっている
　　　　　　　　　　　　　　　　　かがみ代表自ら、ボイスのママ達少人数に向けた貴重な講座！
　　　　　　　　　　　　　　　　これは、絶対見逃せません！しかも値下げ！参加された方が、絶賛！
　　　　　　　　　講師　かがみ知加子先生プロフィール　「ほくと教育」代表　TBS「朝ズバ」　
　　　　　　　　NHK ラジオ子育て講演　全国講演 300 本以上　 映画「かみさまとのやくそく」に出演、
　　　　　　　　先生の教室が舞台となる。日本の幼児教育は世界で Top レベル！　しかもカリスマから
　　　　　　　　直接学べ、少人数制でお悩みにも答えて下さる特別企画です。これは見逃すとお子さん
　　　　　　　　の将来に関わりますヨ。日本あるいは、海外からの参加も OK です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　QR コードからお申し込み下さい。
　　　時　　① 1/13（金）午前 10：00 〜 12： 00　　定員　3 〜 6 名
　　　参加費　特別価格　メンバー　B1800 → B1300    ノンメンバー　B1900 → B1400　

♡無料動画 3 回シリーズを作って頂きました〜♪　HP、Facebook をご覧下さい
♪個別オンライン体験レッスン 20 分＋説明会 40 分も受付中♪
　　＊幼児コース　基礎クラス 3.6 〜 4.5 歳　応用クラス 4.6 〜 5.5 歳　習熟クラス 5.6 歳〜就学前
　　＊小学生コース　　参加費　1100 円　参加方法　Zoom　ご興味のある方は、お問い合わせ下さい

《常設講座 》　講座の詳細は、QR コードから、HP をご参照下さい。　
＊＊＊語学を磨こう！＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　
　使えるタイ語講座　タイ生活にタイ語は必須！タイ語が分かると暮らしも豊かに！
講座は随時始まります日程が合わない場合は受付にご相談下さい。途中参加、経験者も OK ！
＊会話初級　　全 20 回　リアル、オンライン参加 OK です！
　　週 2 コース　12/13 より（火・金）午前 1 1：00 〜 12：30　週 1 コース お問い合わせ下さい
　　　参加費　　20 回コース（90 分 ）　 メンバー　B 7,000　定員 3 〜 8 名　
　　　教材費　　テキストが変わりました。『タイ語の始め方 』   メンバー価格　 B 700　　

＊タイ文字初級　全 20 回　対象　初級会話クラス修了者、経験者　オンライン参加 OK ！
　　週 1 コース　① 12/6（火）午前 1 1：00 〜 12：30
　　　参加費　　20 回コース（90 分 ）　 メンバー　B 7,000　
　　　定員　　3~6 名　　教材費　　『タイ文字教室』　メンバー価格　B 750

＊プライベート会話・タイ文字初級コース　タイ語検定対策講座受付中！
　　　時　　お問い合わせ下さい　週 1~2 回　全 10 回コース午後はいつでも OK ！
　　　参加費　　10 回コース（60 分）　メンバー　B 6,600　（セミプライベート 2 名　90 分 X10 回） 
　　　教材費　　『タイ語の始め方 』 メンバー価格　 B 700　　『タイ文字教室』メンバー価格　B 750　

＊旅行者の為のプライベートタイ語教室　　１回だけのタイ語クラス　　時　　ご相談下さい
　　　参加費（教材費込み）　1 回（1 時間）　　メンバー　B 700　　ノンメンバー　B 800　　　

　
　

＜使える英語講座＞　在タイ中に使える会話力を身に付けよう！
　英語全般のクラスについてのお問い合わせ LINE コードです。お気軽にご相談下さい→
　Achieve English Gym　〜本当に英語力を変えたい方のための英語ジム〜

　中学文法復習 リアル講座　途中参加 OK ！（振替あり）　文法を基礎からじっくり学びたい方のた
めのクラスです。昔勉強した気がするけれどあまり覚えていなくて…という方や、英語に苦手意識があっ
て…という方は、こちらからスタートしてみて下さいね ❗️

＜前編＞　・be 動詞 / 一般動詞の違い　・a/an/the　・現在進行形　・過去形　・過去進行形
　・未来　・現在完了形　・疑問詞　・色々な品詞 ( 代名詞、前置詞、前置詞、接続詞、形容詞、副詞 )　
　　　時　　5 月（火）〜午前 1 1：00 〜 12：15　　参加費　　10 回コース　メンバー　B 7,500
＜後編＞　・受動態　・動名詞　・to 不定詞　・命令文　・許可　・義務　
・比較級　・最上級・構文 (There is, so 〜 that…など )　・感嘆文　
・現在分詞 / 過去分詞　・基本 5 文型　・間接疑問文　・付加疑問文　・関係代名詞　
　　　時　　5 月（木）〜午前 1 1：00 〜 12：15　　　参加費　　10 回コース　メンバー　B 7,500

　TOEIC 対策　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
コツをお伝えします！　　時　　1/6（金）〜午後  12：45 〜   2：00
　　　参加費　10 回コース　メンバー　B 7,500

　大人のフォニックス基礎★オンライン  英語が上手な人の特徴の一つは「きれいな発音」。
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。
説明動画 Up しました〜♪　時　1/9（月）より午前 9：15 〜 10：45　
　　　参加費（教材費込み）全 9 回（1.5 時間）　メンバー　B 7300　　定員　3 〜 8 名

　新・大人のフォニックス発展コース★オンライン　基礎修了者対象 基礎を元に、ディク
テーションやシャドーイング・チャンツを用いた練習で、更に発音を極めましょう！リスニング＆スピー
キングの強化にも繋がります。　時　1/9（月）より　午前 11：00 〜 12：30
　　　参加費（教材費込み）全 8 回（1.5 時間）　メンバー　B 6500　　定員　3 〜 8 名

　シーン別会話表現★オンライン　英語を話したい初級の方にオススメ♪
初級会話で使う言葉は、ある程度限られます。使えるフレーズを覚えて、英語を使いましょう！　
　　　時　　　1/11（水）より　午前 9：15 〜 10：45　
　　　参加費（教材費込み）　全 8 回（1.5 時間）　メンバー　B 6500　　定員　3 〜 8 名

　アウトプット実践英会話★オンライン　　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。後はアウトプットのみ！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。
　説明動画 Up しました〜♪　　時　1/10（火）より　午前 9：15 〜 10：45　
　　　参加費（教材費込み）全 8 回（1.5 時間）　メンバー　B 6500 　　定員　3 〜 8 名
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　ボイス★オンラインプライベート英会話　インター生長期休み期間限定受講も OK ！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「オンライン英会話、やったけど続かな　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かった」「興味あるけど、どれがイイの？」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そんな経験は、ありませんか？　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボイスの大人・お子様向け英語でお馴染
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Reina 先生とフィリピン・セブ島の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　英語学校 First English Global Colleg と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コラボ！　ご自宅にいながら留学！　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理想のオンラインで学習！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当　経験豊富優秀なフィリピン人講師。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学習方法のアドバイスやフォローは
                                                                                       　Reina 先生担当！
＊学習が継続できる、上達する仕組みが組み込まれた特別プログラム。対象　4 歳〜大人　　 
＊ Reina 先生のカウンセリングで、目的に合わせたカリキュラム！この夏で差をつけよう！

　＊無料カウンセリングと無料体験レッスン！ QR コードよりご予約下さい。

　楽しく学べる中国語　中国語を学びたい方、忘れないように使いたい方、大集合！
　前から中国語に興味があったけど、中々敷居が高くって〜❗️そんなあなたにオススメです。講師は、
中国で 10 年間ビジネスをしていた通訳。語学だけじゃなく、文化も理解している日本人女性です。

【会話を楽しむ中国語のお茶会】＊ゲストに中国人参加の日もあり♡　  対象者　経験者・中国
語を忘れないようにしたい方　・ある程度習ったけど、実際に会話できるようになりたい方
　　　　　　　時　毎（火）＊オンライン午前 10：00 〜 11：00　 ＊対面 1：00 〜   2：00
　　　　　　　用意する物　筆記用具　定員　2 〜 5 名　　参加費　メンバー　体験（1 回のみ）B 300
　　　　　　　チケット　10 回　B 3900（有効期限４ヶ月）　5 回　B 2250（２ヶ月）　 1 回　B 500

【０から学ぶ中国語】対象者　初心者　　時　　お問い合わせ下さい 　
　　　持ち物　　筆記用具　　　定員　　2 〜 5 名
　　　参加費（テキスト代込み）20 回　メンバー　B 9500　
　　　一括払い　お茶会１回プレゼント♡前半と後半に分けてお支払い OK!

＊＊＊お料理上手に♡＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　元カフェオーナーシェフの Hashu のカフェごはん   　毎回３種類のお洒落な料理が学べ、２人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人分のお持ち帰りでお夕食に！　簡単で見栄えの良い美味しい料理
　　　　　　　　　　　　　　　　　が作れると評判！ レパートリーを増やしましょう♪　写真は HP に
　　　　　　　　　　　　　　　　　5 回毎のコースで A、B、C、1 〜 5 が順に回ります。時々季節の
　　　　　　　　　　　　　　　　　スペシャルメニューも。いつからでも参加 OK ！単発参加も OK!
　　カリキュラム　　隔週（金）午前 9：00 〜 12：00  ・ 午後 1：00 〜 4：00　
　　　　　 但し、 1 月のみ（月）午前 9：00 〜 12：00  ・ 午後 1：00 〜 4：00
　12/2　A-1 ラザニア・アヒージョ・フルーツヨーグルトゼリー
　1/16（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
　1/30（月）A-3 エビクリームコロッケ・ミネストローネ・フルーツポンチ
　　　持ち物　　エプロン・お手拭き・筆記用具・お持ち帰り用タッパ３個＋紙袋

　
　

 　
　

  　
　

 
　　　参加費（材料費込み）　5 回チケット（4 ヶ月有効）メンバー　B 6300　ノンメンバー　B 6800
　　　   　　　　　　　　　 1 回　　　メンバー　B 1400　ノンメンバー　B 1500

★イベントメニュー　12/16  クリスマススペシャル♡　メニュー　魚介のアクアパッツア・
　　　　　きのことホワイトソースのローストチキン・プチクリスマスツリーサラダ
　参加費（材料費込み）　5 回チケット 1 回＋ B 100　1 回　メンバー B 1500　ノンメンバー B 1600

　タイ料理　在タイ必須課目 No. 1 !　帰国後、役に立ちますヨ！　只今空席有り！
　これは押さえておかなきゃダメ！帰国前にバタバタしないようにお早めに〜♪
　　時　　毎（火）午前クラス   9：30 〜 12：00  ・  午後 クラス　午後 1：00 〜  3：30 　　
　　11/29 A-8 シーフードのカレー炒め・豚肉の甘辛サラダ・卵の豚挽き肉団子包み
　　12/6   B-1 鶏肉ご飯・冬瓜のスープ・魚のさつま揚げ
　　12/13   B-2  鶏肉のココナツカレー・春雨のサラダ・くわいのココナツミルク

　　12/20   B-3 タイ風サラダご飯・鶏肉のパンダンの葉包み揚げ・緑豆のココナツミルクがけ
　　  1/10   B-4 タイ風焼きそば・豚肉のマナオ風味・ライ麦とカボチャの甘煮
　　  1/17   B-5  豚肉のあんかけクィティアオ・肉団子のそば巻き揚げ・タロイモのココナツミルク
　　  1/24   B-6 豚肉のカレ ーヌードル・鶏肉とカシューナッツの炒め物・エビとレモングラスのサラダ
　　  1/31   B-7 焼き豚肉のレッドカレー・茹で卵揚げの酸味ソースがけ・四角豆のサラダ
　　  2/7   B-8  変更　タイ風五目ご飯・空心菜の炒め物・ココナッツミルクゼリー
　　  2/14 A-1 グリーンカレー・揚げ春巻き・ タイ風イカのサラダ 　
　　  2/21 A-2 パイナップルの炒飯・エビのすり身揚げ・豚肉のスープ
　　  2/28 A-3 魚のナムプリックカピ・エビの春雨の香草蒸し・エビの卵焼き入り酸味スープ　
　　  3/7   A-4  鶏肉のココナッツミルクスープ・豚肩ロースの直火焼き・なすびのサラダ
　　  3/14 A-5  豚肉のバジル炒め・タイ風エビのスープ・タイ風３色お汁粉

　　  3/21 A-6 あぶり豚肉のサラダ ・タイ風鶏肉のグリル・パパイヤサラダ
　　  3/28 A-7 タイ風野菜スープ・シーフードの蒸し物・ザボンのサラダ
　　　持ち物　　エプロン・お手拭き・筆記用具・カメラ　　　　定員　　5 名以上で開講中
　　　参加費（3 品材料費込み）　 メンバー　８回コース（一時帰国以外は毎週）　B 6000　　　
　　　　4 回チケット（日程セレクト・有効期限 4 ヶ月）　B 3200  　
　　　　　　　1 回　　メンバー　B 850 　　ノンメンバー　B 900

　 特別プロモーション！　8 回を 2 コースまとめてお支払いで 5％ off ！

＊タイ料理プライベートクラス　取り合わせの良い 3 品をセレクト！（土）に開催 !
　　　参加費（材料費込み）　 1 名 B3500　2 名 B1800/ 人　3 名 B1200/ 人　4 名以上 B950/ 人

＊＊＊アート＆クラフト＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　　　　　　  パーソナルカラー個別診断 　あなたに似合う色を選びます♡
　　　　　　　　　バンコクはお仕立てがとってもお得！　でも色選びをわかっていないと痛い目に。
　　　　　　　　　カラーリストが個別カウンセリングをリーズナブルに〜♪　間違わない色選びを！
　　　　　　　　　　時　　ご都合の良い日をお知らせ下さい　
　　　　　　　　　　参加費　　お一人様 60 分　　メンバー　B 1200　ノンメンバー　B 1300 
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　天然石を使ったアクセサリー♡ラボ　カラーも学べる初心者のためのアクセサリー作り　
　　　　　ピアスとブレスレットを作りながら、金具と工具の基礎的な使い方を学びましょう。あなたに
　　　　　  似合うパーソナルカラーの説明付き！  アクセサリーが似合うコーディネートもアドバイス♪
　　　　　　お誕生日や送別のプレゼントに手作りアクセサリーは如何ですか？　3 名開講
　　　　　　時　　お問い合わせ下さい　随時リクエスト募集中！
　　　　　　参加費（材料費込み・石により若干変更）メンバー　 B 1200　NM　B 1300　

　ソンポート先生の水彩画　　1993 年から不動の人気！　在タイ中に絵心を！　
　タイ水彩画界の巨匠が、一緒に描きながら教えてくれる有り得ないクラス。絵心が無くても大丈夫。
日本人好みの淡い水彩画を学びましょう。基礎からから丁寧に指導。ボイス発行辞書作者が通訳に入るので、
言葉の心配も要りません。一生の趣味を作りませんか？
　水彩画Ⅰ  時　新コース　1/13（金）午前 9：30 〜 12：30
　　　　参加費　10 回コース　B 6000         材料費　 約 B 3300

　水彩画Ⅰ - 2　対象はコ−スⅠ終了者　コ−スⅠと同じく先生と一緒に
　絵の描き方を学びながら描いていくクラスです。　参加費　10 回コース　B 6000  

　水彩画Ⅱ　  対象はコ−スⅠ、Ⅰ -2 終了者　画題も自由に、お好きな作品をどんどん
　描いていきましょう。タイで行った旅行の写真も、家族、ペットの写真も OK です。
　　　参加費　　 6 回チケット　B 3500 （有効期間 3 ヶ月）

　シャド−Ｂｏｘ講習会　お好きなカードをお選び下さい。和柄有り♡
　4 〜 6 枚のカードを切り、積み重ねて立体感のある絵に仕上げます。様々なデザインで。
　　　時  　　〜 11 月中旬迄休講　お問い合わせ下さい
　　　講習料　　メンバー　B 450 　ノンメンバー　B 550　　　材料費　実費  

　アートクレイシルバー・銀粘土コース　在タイ中に銀技能士資格取得可！
　基礎・応用合わせて 12 作品　日本のインストラクター審査課題 3 作品
　　　時　　　〜 11 月中旬迄休講　午前  9：30 〜 12：00 　午後  1：00 〜 3：30　
　　　参加費（焼成・設備費を含む）　６回　B 5400  　　
　　　道具代（基礎用）　　約 B 6000　　材料費（６作品）　約 B5200 

　★体験講座　オリジナルリング、ペンダントトップ　
　お好きなデザインで〜♪　　時　　　お問い合わせ下さい　午前・午後 
　　　参加費（材料費込み）　　メンバー　B 1,600       ノンメンバー　Ｂ 1,700　

＊＊＊文化・教養＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　

　木幡恵先生のオンライン占星術・算命学占い鑑定 ROOM
　　　　　　　　　人にはそれぞれ幸運気がありますが、開花には条件があり、ふさわしい場所、ふさわ
　　　　　　　　しい時期に行動を起こすことが肝心です。そこを無視していると、咲く花も十分には　
　　　　　　　　咲きません。自分が持っている運気をきちっと見直して「さてどうしよう？」と人生　
　　　　　　　　で迷った時、自分に合った最良の道を選択できるよう、算命学の鑑定をお役立て下さい。
　　　　　　　　　算命学は自然の原理から生年月日を６０個の干支に書き変えて、気を読む占星術です。
　　　　　　　　自分の特性を知って意識を変えると、掴みきれなかった未来が鮮明に見えてきます。

　「自分」を活かす方法を知りたい方、未来の可能性を知りたい方、お待ちしています。
　　　　　　　　　　　　　お申込時に、生年月日をお知らせ下さい。
　　　　　　　　　　　　　時　リクエスト　ご都合の良い日時を 2~3 お知らせ下さい。
　　　　　　　　　　　　　鑑定料　メンバー　B 1500　 ＋ ご主人様、あるいはお子さん　B 2500
　　　　　　　　　　　　　　　ノンメンバー　B 1600　 ＋ ご主人様、あるいはお子さん　B 2700
　　　　　　　　　　　　　　　フル鑑定は、お一人（40 分）X 人数になります。

　木幡先生の私を知る算命学　変わりゆく社会に対応していく ために必要な「先を読む力」!
　　　　　　　　　★勉強コース　自分で勉強したい方向き。具体的に自然界の
　　　　　　　　　　　　真理探究と占技を気長にお勉強しませんか？
　　　　　　　　　　＜初級・中級・上級＞ 　詳細は、お問い合わせ下さい。

　和裁クラブ　タイで和裁？ って驚かれるかもしれませんが、意外にイケル？日本は、6 〜 9
　　　　　　　　　　　月が浴衣の季節ですが、そう！タイは、年中浴衣が着れるんです。タイや近辺諸
　　　　　　　　　　　国の布やシルクで浴衣、着物、帯を縫いませんか？　チクチク縫うと気持ちも落
　　　　　　　　　　　ち着き、一石二鳥♡　
　　　　　　　　　　　　時　　①  （木）午前 9：00 〜 12：00 　　②（木）午後 1：00 〜 4：00
　　　　　　③（土）午前 9：15 〜 12：15　　　④（土）午後 12：45 〜 3：45 
　　　参加費　5 回チケット（有効期限 2 ヶ月）メンバー　B 3000　ノンメンバー  B  3300

　　　　　女子力 Up!　浴衣の着付け基礎コース　
　　　　　　時　  　リクエスト受付中　着物の着付けもご相談下さい。
　　　　　　参加費（3 回コース）　　メンバーＢ 1800　 ノンメンバー B 2000　

＊＊＊フラワー＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　生け花サロン　和と洋のデザインが学べるおトクで 贅沢なレッスン！　
　草月流バンコク支部長澤田光遊先生のサロン　草月流お免状も取得可！体験者募集中！
　　　時　 隔週（木）午前 9：30 〜 12：00  ・  午後 1：30 〜  4 ：00　12/1・15・1/5・19　他
　　　参加費（材料費込み）　メンバー　4 回チケット（有効期限 3 ヶ月）　B  5900

＊半日体験トライアル　参加費（材料費込み）　B 1500　＊お道具はお貸しします。

＊＊＊ボイス体力作り宣言 ＊＊身体にイイコト、してますか？＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

　　　　　　　　　STOP 先生のボクササイズ　人気の STOP 先生と Non Stop 〜 !
　　　　　　　　　先生の軽快な動きと笑顔が人気！　以前はウェイティングでしたが、只今空席あり！
　　　　　　　　　今がチャンスです〜♪　お子様は預けて、先生と気持ちの良い汗、流しましょう♪
　　　　　　　　　時　　①毎（火）午前 10：30 〜 11：30　　②毎（木）午前   9：15 〜 10：15
　　　　　　　　　持ち物　タオル・飲み物・室内用運動靴
　　　　　　　　　参加費　　5 回チケット　メンバー　B 2000（有効期間　2 ヶ月）　
　　　　　　　　　　　　　　1 回　B 450　　　初回トライアル　1 回　B 300　
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　 バランスボールエクササイズ　バランスボールを使った新感覚のエクササイズ♡
  音楽に合わせて弾んでエクササイズ♪ お子様連れでも、お一人でも、楽しく身体を動かしましょう！
　　　時　　　　毎（水）午前 9：00 〜 1 0：15　
　　　服装　　　軽い運動ができる服装　裸足
　　　参加費　　初回のみトライアル　B 200　　
　　　　　　　　6 回チケット（期限 3 ヶ月）　B 2,400 
　　　　　　　　２回目以降（１回）　メンバー　B 450　　ノンメンバー　B 550　

　バランスボール SP ☆産後ケア講座　産後 2 ヶ月〜１年のママ　赤ちゃんと一緒に大集合！
産後のリハビリから身体と心のケアまで。バランスボールに座って弾んで、体力、気力を UP しよう！
　　　時　　① 12/13（火）午前 9：00 〜 10：15　　　持ち物　　赤ちゃんグッズ・飲み物・タオル

　バランスボール SP ☆更年期を知る講座  　更年期の身体の変化や女性ホルモンに
ついて学びましょう。バランスボールの実技と座学の両方で、身体と心の準備をしましょう。　
対象　どなたでも 
　　　時　　① 12/6（火）午前 9：00 〜 10：15　　　持ち物　　筆記用具・飲み物・タオル
　　　服装　　軽い運動ができる服装　裸足　　参加費　　メンバー　B 500　ノンメンバー　B 600　

　ボディコンディショニング ピラティス　お子さま連れも OK のピラティス開講！
　　　　　　　　　　　　　　　　　皆さんお一人ずつの今日の体調【身体の痛みや硬さなど】を確認し
　　　　　　　　　　　　　　　　　ながら、楽しく身体を整えます。安定期の妊婦さんと産後３ヶ月を
　　　　　　　　　　　　　　　　　経過した方も受講可能です。お子様連れの方は、お気に入りのおも
　　　　　　　　　　　　　　　　　ちゃ・絵本・飲み物などをご持参頂いてママの横で遊びましょ！　

講師プロフィール :BESJ 認定マットピラティストレーナー・保育士・Body code system・
Physicalmind institute NYC マット Tye4 トレーナー・RYT ヨガインストラクター
　　　時　　　　毎（木）　① 午前 10：30 〜 11：40　　② 午後 12：10 〜 1：20
　　　持ち物　　動きやすい服装・タオル・飲み物・（5 本指ソックス）お子様同伴の方は、お子様グッズ
　　　参加費　　メンバー 6 回チケット　B 2700（有効期間 3 ヶ月）　1 回　B 500
　　　　　　　　トライアル　1 回のみ　メンバー　B 300　ノンメンバー　B 400

　現役プリマドンナによるバレエ教室 大人編    小さい頃の夢叶えませんか？  体験募集！
　 　　　　　　　大人バレエの効用は？・立ち姿が美しくなる・全身の筋肉を鍛える・柔軟性が身につく
　　　　　　　　・気分転換になる・頭の体操になるなどなど。さあ、あなたもチャレンジしませんか？
　　　　　　　　　時　　初心者全く初めての人（金）午後 12：30 〜 1：30　後 1 名 
　　　　　　　　　　　　経験者（金）午後 1：40 〜 2： 40  　体験募集中！ 
　　　　　　　　　服装　T シャツ＋緩めのパンツでも OK ！　お好みでレオタード・
　　　　　　　　　　　　スカート・タイツ　要バレエシューズ　　持ち物　　飲み物・タオル
　　　　　　　　　参加費 (8 回コース ) メンバー　B 4,000　　トライアル 1 回のみ　B 400
　　　　　　　　　　　　コース期間中、事前連絡で 2 回延長可能。一時帰国も、延長可能。

＊＊＊タイを極める！＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　フル−ツカ−ビング on-line 体験レッスン ボイスカービングアカデミー主催  オンライン
　　　　　　　　　　タイの伝統工芸フルーツカービングを直ぐに食卓で使えるように、実用的なデザイ
　　　　　　　　　　ンです♡まずは、体験しませんか？　
　　　　　　　　　　　時　　（水）午前 9：30 〜 11：00・午後 1：00 〜 2：30　
　　　　　　　　　　　　　　（木）午前 9：30 〜 11：00　（金）午後 1：00 〜 2：30
　　　　　　　　　　　　　メニュー　①パイナップルのお花　②オレンジバスケット
　　　　　　　　　　　　　　　　　　③パプリカの器・ズッキーニの葉・唐辛子のアンスリウム　他
　用意するもの　所定の野菜・果物　　ペティーナイフ・まな板・レンゲかスプーン・飾り用皿・タオル
　　　＊カービングナイフは、メンバーで体験の方はボイスより貸し出します。事前に取りに来て下さい。
　　　定員　　2 〜８人　　　参加費　　メンバー　B 500　　ノンメンバー　B 600

　カービング講師養成講座　ボイスカービングアカデミーのカリキュラムを集中受講！
　　　　　　　　　　在タイ中にカービングの講師資格を取りませんか？　タイの伝統的なカービング　
　　　　　　　　　　技術を、帰国後も日常生活で使えるように考案された日本仕様のカリキュラムです。
　　　　　　　　　　残念ながら、日本ではスイカやパパイヤを安く、年中手に入れることは出来ません。
　　　　　　　　　　日本でも手軽に使える材料を使って、オンラインで日本人講師が丁寧に指導します。
　　　　　　　　　　身近な野菜やフルーツ、羊羹ゼリーも使って、おもてなし度を Up ！おうち時間を
有効に使いましょう！　急な本帰国でも、引き続き日本で受講できるので安心です。経験者の方は、レベ
ルチェックで途中入会 OK ！但し、講師資格習得希望の方は、基礎から受講して下さい。ご質問が有りま
したら、協会代表の三紀子先生がお答え致します。お問い合わせ下さい。

　ボイスカービングアカデミー   https://www.facebook.com/voicecarvingacademy/
　　　　　　　　　　　
　ソープカービング・アレンジメントコース　著者 NORIKO 担当
　単なるアレンジメントだけでなく、カラーからラッピング、お花のクラフトまで幅広く 講習。決まった
デザインではなく、オリジナル作品に仕上げますので、帰国後お教室を開く時にも役立ちます。
　　時　　 新メンバー募集中！　お問い合わせ下さい
　　　　　　　　参加費 　5 回　メンバー B 3200　　1 回　メンバー B 700　 ノンメンバー B 800

　バティック　布の水彩画！在タイ記念にオリジナル作品を作りましょう！
　　作品は、色止めのため、受講後 3 日後に取りに来て下さい。
　　　時　　平日・（土）午後　ご都合の良い日時をリクエスト受付中
　　　　　　　　小学 3 年生以上のお子様なら、親子混ざって受講 OK です。　
　　　参加費（材料費込み）　メンバ−　 B 950　　ノンメンバ− 　B 1050　
　　　　　　 　子供   B 800　　3 名以上で開講
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《子供クラス》三つ子の魂百迄も！五感は小さい時が勝負です。沢山の体験を〜♪

＜お子様特別企画＞オススメ無料体験！マンツーマンオンラインプログラミング教室
　大手 IT 企業サイバーエージェントのプログラミングスクール Tech Kids School コラボ企画
テクノロジーの進歩により、私達の生活や社会は大変便利で豊かになりました。スマホや Net はもはや生
活に欠かせない存在。技術進歩のスピードは、加速的に速くなっており、10 年 20 年後にはこれまで人間
が担ってきた様々な仕事を人工知能やロボットが代替して行う時代が来ます。お子様が成長されて社会に
出る時に、IT の重要性がより高まっていることは、疑う余地がありません。私達の便利な生活を支えてい
る仕組み、即ちコンピューターが動く仕組みや、制御する技術であるプログラミングを、子供達にもっと知っ
てもらいたい。「コンピューターって凄いな！」「プログラミングって楽しいな！」と、思ってくれればと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いう思いで作られました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　♡無料体験＆面談プレゼント！♡　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①お子様体験 60 分　② 保護者様面談 30 分
                                                                  『小学生のプログラミングコンテンスト』主催会社。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ファイナリスト 10 名の中に小学１、2 年生も〜！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『プログラミング検定』もスタート！　
このスクールの特徴は、ロボットを使うのではなく、オンラインゲームを
通じて、子供達が自主的にアプリ製作が出来る、楽しい体験型！ゲームや
YouTube ばかり見ていないで、ゲームを作る側の子供を育てて行きましょう。

　まずは無料体験に参加して下さい！　対象　幼稚園年長さんから参加 OK ！　
　　詳細は QR コードから。オンラインなので、本帰国、他国へ移動の方も継続できます。

　＊特別キャンペーン　コースお申し込みの方には、ボイスの特典として、
　　 フジスーパー商品券 B 500、あるいはボイス講習券 B 500 プレゼント！

　お習字クラブ　日本の心、墨と筆で落ち着きを。硬筆だけも OK ！
　　　時　　（月）A 午後 4：00 〜 5：00　 B 午後 5：00 〜 6：00　満席  
　　　　　　（水）A 午後 4：30 〜 5：30　 B 午後 5：40 〜 6：40 募集中
　　　対象　　　幼稚園年長さん〜小学 6 年生　 定員    各クラス 8 名   
　　　持ち物　　書道セット（太筆・小筆・すずり・墨液・分ちん・下敷き・雑巾）・半紙 20 枚・古新聞
　　　　　　　　硬筆セット（鉛筆 2~6B5 本・下敷き・日本人学校の国語ノート No.1）
　　　参加費   　8 回コース　B 3600　 　　トライアル　1 回のみ　B 450
　　　　　　　　事前連絡で期間内 2 回延長可！　一時帰国の場合も延長 OK ！

　書き方クラブ　お子様の鉛筆の持ち方、大丈夫ですか？　小さい時に正しい習慣を！
コンピューターの時代になっても、『字』は一生のおつき合い。正しい鉛筆、筆の持ち方は、
幼い内にマスターしないと、大人になって困りますヨ。ウェイティングの方、お待たせしました！
　　　　　　　　　　　時　　 毎（金）　①午後  3：50 〜 4：50　②新期募集　午後  5：00 〜 6：00
　　　　　　　　　　　対象　　　幼稚園年長さん〜小学 6 年生　     定員　　10 名   
　　　　　　　　　　　持ち物　　鉛筆 2 〜 6 Ｂ５本・下敷き・国語ノート（日本人学校 No.1)
　　　　　　　　　　　参加費　　8 回コース　B 3600　 　　トライアル　1 回のみ　B 450
　　　　　　　　　　　振替　　　事前連絡で 8 回中 1 回延長可。一時帰国の場合も延長 OK ！
　12/17（土）ドンキイベント　プロドン展示　お習字・かきかた・アートくらぶ

　そろばんくらぶ　参加したお子さんが、『楽しかった♪』と言うその秘密は？？？
リアル＆オンライン『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，どのような力がつくのでしょう？　・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，読む力、やはり試してみる価値は、有りそうですネ。さあ、
お子様の基礎能力を伸ばす機会を与えて上げましょう。気になった方は、ぜひお子さんたちに学びのチャ
ンスを！　数の概念のない年少さんから、楽しく学んでいます。体験、見学も受付中です。
　講師は、子供への指導歴の長い、そろばん有段者です。来年から平日クラスは on-line のみになります。
　　　　　　　　（月）クラス（オンライン）① 午後 3：45 〜 4：45　  ② 5：00 〜 6：00　　　
　　　　　　　（水）クラス（オンライン）① 午後 4：30 〜 5：30　  ② 5：30 〜 6：30
　　　　　　　（金）クラス（オンライン）① 午後 4：00 〜 5：00　  ② 5：00 〜 6：00
　　　　　　　　（土）クラス（対面）　　① 12：00 〜 1：00　 ② 初心者 1：00 〜 2：00 
　　　　　　　　 　③ 中級 2：10 〜 3：10　  ④ 中級 3：20 〜 4：20　 ⑤ 中級 4：30 〜 5：30
　　　　　　　　対象　　　幼稚園年小〜中学生　
　　　　　　　   持ち物　　そろばん（無ければ簡単な物は B150 でご購入頂けます）・筆記用具　
　　　　　　　　定員　　　幼稚園・小学低学年　6 名　　中級クラスは 10 名
　　　　　　　　参加費　　8 回コース　B 6000   　トライアル（1 回のみ）　B 400
　　　　　　　　振替　　　事前連絡で期間内 2 回延長可！曜日間の振替可！　一時帰国は延長可！

　Noriko のアートくらぶ　子供たちの『できる』増やそう！　苦手意識を無くそう！
　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、誰でも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ました。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。昭和 20 年後半から 30 年代の日本の
美術教育は、素晴らしかったと言われています。今は新しい教科がドンドン入って来て、削られるのは、図工、
美術、生活、家庭科、技術など、実生活に役立つモノ！　感受性と美的感覚は一生モノ！大きくなって実
生活に活かせる体験を子供達に与えて上げましょう♪　事前連絡で延長２回、一時帰国は延長有り。
　　　対象　　幼稚園年中さん〜小 6　中、高校生は、お問合せ下さい。
　　　内容　　『色』色遊び（色彩学）・『デ』デザイン画・『絵』お絵描き＆工作・ 
　　　　　　　『ク』クラフト（粘土・手芸・工芸）などを週変わりで楽しい企画♪
　　　カリキュラム　　毎（水）（木）午後 4：00 〜 5：30　
　　　　　11/30・12/1 ＋ 7・8『ク』粘土 X'mas オーナメント　　12/14・15『絵＋ク』 砂絵
　　　　　12/21・22 『絵＋ク』うさぎカレンダー　　12/28・29 『ク』  干支の置物うさぎファミリー
　　　　　1/4・5  『デ』今年の抱負 　　1/11・12  『絵』  花のデッサン
　　　　　　　持ち物　　カリキュラム表参照　　参加費（材料費込み）　6 回コース　B 3,500
　　　　　　　　　　　　トライアル　1 回のみ　B 550（工作は材料費＋）

　新・英語 de リトミック　子供スペシャルで人気のカリキュラムを常設に♡
　五感は小さな時が勝負です！　先生のピアノに合わせて、リズム感を養い、英語にも慣れ、アートも体
験できる一石三鳥のプログラムです。幼稚園と違って少人数制なので、みんなが楽しくスキル Up ！
　　　　　　　　　　　対象　　幼稚園最年少（3 歳）〜小学１年生まで
　　　　　　　　　　　服装　　動きやすい服で　　　持ち物　　色鉛筆・タオル・飲み物
　　　　　　　　　　　時　　毎（火）午後 3：30 〜 4：30　3 名より開講！　
　　　　　　　　　　　参加費   　8 回コース　B 3600　 トライアル　1 回のみ　B 300
　　　　　　　　　　　　　　　前日までの連絡で、3 回延長可！　一時帰国の場合も延長 OK ！
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　現役プリマドンナによるバレエ教室 子供編　お姫様、王子様になろう〜♡ 
　本物のバレエリーナ ARINA 先生は、2 歳からバレエ一筋。本格的なイギリスの指導法も学んだプロ講師。
子供達に楽しくバレエの基礎を教えてくれます。美しい姿勢と柔軟な身体を作りましょう。
いつからでも OK!　初めての方は、体験してレベル別のクラスにご案内。新規生募集中！
★ Pre School 　　　　 （3 〜 5 才）毎（金）午後 3：30 〜 4： 15　
★ Pre-Primary School（4 〜 6 才）毎（木）午後 4：00 〜 4： 45 
★ Primary School　　 （5 〜 7 才）毎（火）午後 4：00 〜 5： 00
★ Grade 1（6 〜 9 才）毎（木）午後 5：00 〜 6：00
　　　参加費（8 回コース）　B 3,600　　トライアル　B 400　

★ Grade 2　毎（金）午後 5：00 〜 6：30　　　 ★ Grade 3　毎（火）午後 5：15 〜 6：45　
　　　参加費（8 回コース）B 5,400　トライアル B600
　　　振替　　事前に連絡頂いた場合、2 回延長可能。一時帰国の場合も延長可能。
　　　服装　　体験は、動きやすい服装で、裸足　　　ウェアなどは、コース受講時にご注文下さい。
　　　　　　レオタード（B 580）・タイツ（B 370 〜 410）or 靴下（B 120）・シューズ（B730~830）

　只今 12 月のコンクールに向けて、特別クラス開講中！
　Royal Academy of Dance の試験、合格おめでとう♪
　Pre-primary　よしあかりちゃん 　とくずみわかちゃん 
　Grade 1　たけやまおとはちゃん 　みぎまつみさきちゃん 
　Grade 3　こばやしはるかちゃん 　すだはなちゃん 

　A.T.O.D International dance compertition の結果
　　とくずみわかちゃん　Free Style Gold medal
　　さいとうりのちゃん　Classical Ballet Honourable mention 
　　さかいゆうきちゃん　Demi charactor 2nd place 
　　アリナ先生　Repertoire 15&over 1st place
　　IYDC 2022　 第３位　さかいゆうきちゃん

　　　　　みなさん受賞おめでとうございます

　バドミントンクラブ　   初心者 OK ！　運動不足を解消しましょう♪ 只今ウェイティグ！
　日本と違い、歩く事も少なく運動不足になりがちな、車中心のバンコク生活。頭脳の発達と体力向上は
切り離せません。忍耐力を養うためにも運動しましょう！　対象 小学 3 年生以上・中学生・高校生 
　　　時　毎（土）午前  10：00 〜 12：00　　日本人学校登校日は、午後 3：00 〜 5：00  
　A.  レギュラーコース（毎週）　初めて参加される方は、必ずこのコースにご参加下さい。
　　　参加費　　８回コース　Ｂ 5,600

　B.  スペシャルコース   サークルなどで毎週来られないお子様の為のコース
　　　月に 2 回以上で、参加日を事前に予約して下さい。（このクラスは延長なし）
　　　参加費　　８回コース　Ｂ 6,100
　　　服装　　　T −シャツ・短パン（スパッツ）・室内用運動靴（上履き不可）
　　　持ち物　   ラケット・タオル・飲み物・着替え（シャワールームあり）　 

　＊ 春・夏・冬子供スペシャル　　毎（火・木）午前 10：00 〜 12：00　

　We'll go キッズエクササイズ　只今体験キャンペーン半額実施中！
　歩く、走る、跳ぶなどの運動における基本動作から、バランス感覚やリズム感覚を養う
動きを取り入れ、カラダの土台を作ります。また、ボールやフープ、縄跳び、マットを
利用し、楽しくカラダを動かしましょう。指導歴豊富な Sai さんとエム君が担当。
　　　時　　　毎（月） 午後  4：00 〜 5：00　一時帰国の場合は延長 OK。
　　　対象　　4 〜 8 歳〜　  　  服装　　動きやすいもの　　8 回中 3 回延長可
　　　持ち物　室内用運動靴・飲み物　　
　　　参加費　8 回コース　B 4000　　体験（1 回のみ）特別価格　B250

　Achieve English Gym　 〜本当に英語力を変えたい方のための英語ジム〜 
　Reina 先生オンライン英検対策　英語を基礎から始めたい大人の方にもおススメ！
じっくり英語のレベル UP ★　英検が中止になっても、英語の学習をやめる理由にはなりませんよね？
次に英検を受ける時には、もう一つ上の級を目指せるくらい、しっかり英語を学びませんか？
　日本人学校生もインター生も、学習中の英語が「何となく理解できているような、できていないような・・・」
というお子様は、ぜひレッスンを受けてみて下さい。日本から参加してくれているお子様も♪
　　　対象　小学生〜大学生　初めてのお子様も大歓迎！　　 時　　級毎に週 1 〜 2 回
　　　内容　級別（5 〜準 1 級）リーディング、ライティング、リスニング Up
　　　担当　英検 1 級・海外大学卒の Reina 先生。レベルのご相談は LINE で
　　　参加費　10 回　B 6000

　鬼滅の刃 クラフトシリーズ　人気の鬼滅シリーズ！もう作りました？　パパ参加率高し♪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　対象　幼稚園年長さん以上 ( はさみ OK）　人形は、幼稚園生は親御さんとご一緒にご参加下さい。
　　　アイテム　　人形（煉獄・ねずこ・炭次郎・善逸・しのぶ・伊之助）下敷き・
　　　　　　　　　コースター（4 枚セット）・フレーム（大、あるいは、小＋キーホルダー）
　　　時　  （土）① 午前 9：00 〜 10：30　②午前 10：40 〜 12：10　④午後 1：00 〜 2：30
　　　★作りたいものをリクエストして下さい。先着２種類まで
　　　持ち物　　人形：はさみ・接着剤（UHU) B 45　その他：はさみ・接着剤・色鉛筆
　　　参加費　　大人　メンバーは子供、親子と同じ　　ノンメンバーは＋ B 50　
　　　　　　　　　人形　B 750　（伊之助のみフエルト B 750、フェイクファー B 800）
　　　　　　　　　下敷き・コースター　　B 550　　　　フレーム　　B 600

　大人と子どものクラフトキット『紙粘土の Tuk Tuk』　販売中！
　新しく誕生した材料キット！　タイの記念に作りませんか？　お友達のお誕生日、本帰国のプレゼント
にも最適てす。解説書を見て簡単に作れます。対象　小学生 3 年生以上〜大人

　★ 4 名様で無料説明会（１時間）開催　ご相談下さい
　　　参加費　　メンバー＆ノンメンバー　共に無料
　　　材料キット (B680、B580)] を事前にご購入下さい。
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　子供スペシャルリクエストバージョン　詳細は、お尋ね下さい。
　　　時　　　（月）〜（土）　① 午前 9：00 〜 10：30　 ②午前 10：40 〜 12：10
　　　　　　　　　　　　　　  ③ 午後 1：00 〜 2：30　　④ 午後 2：40 〜 4：10
　クッキングメニュー　リクエストで開講！ 4 名以上でお申し込み下さい
　　　カレーパンとあんドーナツ・カップケーキ・肉まん＆あんまん・フルーツロールケーキ・みたらし団子・
　　　チョコレートブラウニー・黒糖ドーナツ・スィートポテト・ポテトコロッケ・スフレチーズケーキ・
　　　手打ちうどん・ベイクドチーズケーキ・ハンバーガー・マドレーヌ・ライスコロッケ・バナナチョコケー
　　　キ・巻き寿司・スコーン・ミニピザ・コロッケサンド・餃子・メロンパン・スマイルパン・３色シュ
　　　ウマイ・ツイストパン・手まり寿司・フルーツタルト・デコドーナツ・チューチュークッキー・チー
　　　ズポテトグラタン・３色パン・マカロニグラタン・チョコカップケーキ・チーズパンプキングラタン・
　　　ミートローフ・グラスケーキ・２色おはぎ・お菓子の家
　　　参加費（材料費込み）　　1 カリキュラム　Ｂ６00　　お菓子の家（箱付き）は、B 650
　　　持ち物　　エプロン・三角巾（バンダナ）・お手拭き・お持ち帰り用タッパ（パンとクッキーは底の
　　　　　　　　広い物）とそれを平らに入れる紙袋をお持ち下さい。
　その他、ハーバリウム、アートクラスの組み合わせ、リクエスト OK ！お友達とお誘い合わせの上♪
　ママは、カフェでもデパートでもお好きな所へ〜♪　午前＋ランチ＋午後のセッティングも OK です！
　

　講座のお申し込みについて＞　必ずお読み下さい！
　各講座、定員になり次第締め切らせて頂きます。受講料は、必ず講座スタートの１週間前までにお支払
　い下さい。キャンセル可能日は、開講日の 1 週間前厳守です。必ず営業時間内にお電話下さい。メール
　と Facebook、Instagram のメッセージでのキャンセルは、申し訳有りませんが対応できません。１週間
　を過ぎますと（お支払いの有無に関係なく）キャンセル料がかかります。ご受講できなくなった場合は、
　ウェイティングの方がいる場合も有りますので、お早めにご連絡下さい。
　尚、直前のキャンセルや本帰国の場合もご返金できませんので、お友達に権利をお譲り下さい。
　材料費は当日にお支払い下さい。種々ご理解、よろしくお願い致します。

＜ボイス☆キッズルームの詳細と諸注意のお知らせ＞　しばらくは少人数制です！
　お陰様で乳幼児ママたちの間ですっかり定着した『ボイス☆キッズルームサービス』。ママが受講中の時
間帯に限り、３歳までのお子様を玩具や DVD の揃ったキッズルームでお預かりしています。ご利用は完
全予約制です。受講が決まり次第、お早めにご予約下さい。　『コロナ対策のお願い』をお読み下さいネ♡
　　対象・お母様がボイスでご受講中の０〜３歳までのお子様
　　　　・風邪や伝染病のお子様はご遠慮下さい　・同室のお友達と安全に過ごせるお子様 
　　参加費　講座受講 1.5 時間毎に 150B/ 人　※ご利用の際は三日前までにご予約下さい。
　※ご予約の時点で定員に達している場合は、お断りさせて頂く場合もあります。
　※ご利用中、スタッフでの対応が難しい場合、ご受講中のお母様にお声がけさせて頂く事もあります。
　※お迎え時間に遅れないようご協力下さい。30 分を過ぎると追加料金が発生します。ご了承下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　＊ハンド to ハンドプロジェクトからのお知らせ＊　2 ヶ月毎、17 年目になりました♡
　お家に使えるものは眠っていませんか？　奇数月の第 2 〜 3 週に『使える不要品』を回収させて頂き、
タイの困っている人々に届けております。お世話になっているタイに、還元しませんか ?　
　2022 年 1 月は、ミャンマーのゼロファイターこと井本さんを通して、戦地ミャンマーの人道支援に。
モノココの伏見さんと大嶋さんが取りに来てくれ、今西さんが東北地方へ。！そして井本さんが合流し、
支援物資の半分は、ターク県のガバナー市長に渡され、そこからミャンマー人コミュニティーへとバトン
が繋がれました。ご寄付頂いた皆様、バトンを繋いでくれた友人たちに感謝です♡　有難うございました。
　　　時　　　1/16（月）〜 20（金）午前 9：00 〜午後 5：00
　　　募品内容　新品でなくても使えるものなら OK です。電化製品・食品（生ものは除外）・おもちゃ
　　　　　　  　　生活用品（タオル、シーツ、その他）・衣類（大人、子供、幼児）・靴・鞄・文具・他
　　　場所　　ボイスホビークラブ　トイレ前廊下の箱に種類別に分けて入れて下さい。
　　送付先　1 月：ミャンマーの戦地 160 箱　カンチャナブリの孤児院『生き直しの学校』30 箱
　　　3 月：クロントイスラム　プラティープ財団　　5 月 Good Shepherd SistersSister ルイス
　　　7 月：クロントイスラム　プラティープ財団　　9 月シラチャの障害児支援施設 Special children
　　　　　   foundation と、出稼ぎ外国人の子供たちを受け入れ支援している Ban Rawoeng School 
　　　11 月 Good Shepherd SistersSister ルイス

　　　

　　　　　　　　『エムクオさのっちとボイス NORIKO のタイ生情報♪』　
　　　　　      　　　Facebook & インスタ Live 発信中！
　　　　　　　 　　第１（火）タイ 13：00 〜 14：00　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　資格合格・習得された皆様  　合格おめでとうございました〜♪　　敬称略

　今回もコロナ禍の中、本当にお疲れ様でした。在タイ中に成果を上げ、次のステップに進んで下さいネ。
＊発達障害指導者認定者　中級（9 月） MIyuki Nishida   Kaho Funahashi  Ryohko Hayazaki 
　初級（10 月） Ikuyo Okeya  Kanako Sato  Naoko Tanaka  Kaoru Hamada  Yui Hirata  
      Naomi Yamashita（6 月） Ryohko Hayazaki  Chisa Asai  Momoko Nishii   Tomomi Takatori
     Akiko Yukumoto  Mika Moriya  Yoshiko Sasaki（3 月） Naoko Kodama   Takako Asaoka  
     Kano Funahashi  Kumiko Hoki  Masami Ikeda
＊ルーシーダットン　　上級合格者（3 月）　 
　　 Kayoko Okabe   Makiko Takubo  Yoshiko Sasaki  Michiko Tsukamoto　Miwa Aoki 
　　初級合格者（11 月）　Sachiko Hizume  Mihoko Doi  Ai Kurusu  Shinobu Sasaki  
       Mie Matsumoto  Noriko Akasaka  Masayo Inagaki  Yoko Nishimura Shuri Sato 
　　 Juri Kumon  Kanako Nishigaki  Tomoko Akamatsu  Aya Fukuda  Emi Hayashi  
       Yoko Yonezawa  Reina Saito  Yuka Ebina （7 月）　Mayuko Tomita  Megumi Hiraide  
       Junko Migimatsu  Michiko Naito  Aya Yamanaka  Asuka Kuriyama　　
＊ STR プロ基礎講座（9 月） Aya Yamanaka  Reiri Sakaki  Sei Morinaga
＊日本カラーコーディネーター協会主催　カラー検定　（2022 年 7 月）今回も全員合格！
　　パーソナルカラー　1 級　ヨシダトモカ　　2 級　ホンマカナ　サトウナツミ（優秀賞受賞☆おめでとう！）
　　3 級　ハンダミユキ　アサイキョウコ
　　ライフケアカラー　3 級　シミズアカリ　ムラカミサキ　コタケノリコ　スズキユキナ　ナリマツアヤ
　　　フクモトフミ　ヤマナカユキ　ウシクボヨシミ　
　（2 月）パーソナルカラー　2 級　カメダサトコ　　3 級　イカイアキ　ホンマカナ　ウシヤマミサト　
　　イナヨシトモミ　ヨシダアヤナ　ナカダリエ　サトウナツミ　ケラーキワ　イカダカオリ　サンカワユキ
　　ライフケアカラー　3 級　ナカダリエ　フクダサオリ　キムラナツ　キタユカ
＊パーチメントクラフト世界共通講師資格（2022 年 3 月）　佐藤季恵
＊子供バレエ Royal Academy of Dance（2 月）　Pre-primary　よしあかり 　とくずみわか
　　　Grade 1　たけやまおとは 　みぎまつみさき　 　Grade 3　こばやしはるか 　すだはな
＊子供バレエ　A.T.O.D International dance compertition（4 月）　

　　Free Style Gold medal とくずみわか　　Classical Ballet Honourable mention さいとうりの
　　Demi charactor 2nd place さかいゆうき　　Repertoire 15&over 1st place アリナ先生　
　　IYDC 2022  3rd place さかいゆうき

＊タイ料理修了者　（2022 年）　Yanagi Minako 　Akazaki Yuka  Yoshihashi Makiko  Okawa Yukiko
　　Sakata Kazuko  Miura Izumi　Watanabe Kyoko　Nishida Mie　Chono Hozumi　Toyoda Masako
＊プリザーブドフラワー雑貨コース　ディプロマ習得（9 月）　Izawa Haruna  Yasuda Mariko　
＊ペタルアート＆ブリザーブドフラワー　　Tokuno Noriko　Oku Eri   Okubo Ryoko
　AJC クリエイターズコレクション展 2020　 入選　大久保涼子
　第 15 回フロールエバーウェブコンテスト　 第１位　審査員賞　本間 美奈子　
　第 15 回入選　奥恵理 
　　＊ご本人のご希望で記載していない方もいらっしゃいます。 

　ボイスショップ　商品の場所はお尋ね下さい。

＜ボイス耳より情報＞ お役立ちグッズ、タイのお土産等他にはない優れモノ！　
★タイで 1 番お勧めは、究極の『Q・Q クリーム』  ！ もうお試し頂けましたか？　
　昨年より Made in Japan 日本工場作製、輸出用商品として生まれ変わりました〜♪
 日本の大切な方のプレゼントに〜♪送料無料！　
店頭価格 ★ 45g 入り＋ミニ 3g（約 4 ヶ月使用）B 4,500 → B 4,300　★ミニ（3g） B 450  → B 390

　「バンコク美肌スキンケアセミナー」無料ご招待！　このシリーズの発案者 IKKYUU さんが

バンコクの紫外線対策について無料レクチャー。しかもミニサイズ (B450) と年内はシルクフォーム
（B300）プレゼントと言う太っ腹♡。これは参加しないと損ですよ〜♪

　　　時　　12/13（火）・1/16（月）　 午後 1：00 〜 2： 00　ほか　要予約！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

★パパイヤ茶、ルイボスティー、
CBD 入り紅茶、コーヒーも販売中！
★ハーバルボールマッサージを学んで、 
　生きたお土産を〜♪ご主人様にも♡
　安全なハーバルボールも販売中！

★男性にも大人気！疲れを解消する

　『黒にんにく』密かなブームです！
　お疲れ様のご主人に♡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　★『浴衣』『和装小物』も販売、レンタル中！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髪飾りや下駄、巾着まで。在庫は、倉庫に保管しています
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ので、商品をご覧になりたい方は、お手数ですが事前に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご予約下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冬休み子供スペシャル 22~23
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12/19（月）〜 30（金） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1/4（水）〜 7（土）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳細はしばらくお待ち下さい♪
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＜ラケットクラブ送迎シャトルについて＞　　只今毎時 15 分発のみ運行中！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毎時１〜２本ラケットクラブ プール前からエムクォーティエ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Soi 35 ロータリーを迂回します。エムクォーティエには、ラケッ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トクラブ出発時刻から 10 〜 15 分後に到着予定です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長時間の停車が出来ないため、直ぐに出発します。定時に出発
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しない時も有りますのでご注意下さい。特に夕方は混みますの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で、不規則になります。しばらく待って来ない時は、諦めた方
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が無難です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　尚、ご利用はラケットクラブ関係施設に行かれる方のみです。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他の方は、ご遠慮下さいネ！

＜タイ語に関するお得情報＞  

無料タイ語検索サイト公開！ボイス制作の
タイ語がローマ字で引ける辞書アプリ

「OKA 式音で引く・タイ語辞典」の一部を Web で
公開♪　聞こえたタイ語の音から引けます。
例えば「mai dai」が「medai」でも引けます。
気になる単語をローマ字で引いてみて下さい。

＜営業時間＞（平日）8：30 〜 18：00
　　（土）9：00 〜 16：00　
　　（日・祭日）　特別講習以外お休み
　

＜ボイスのお休み＞　12/5（月）・10（土）は、祝日につきお休みです。
　年末年始は、12/31（土）〜 1/3（火）は、お休みです。

　ボイス・ホビ−・クラブ　
　　☎ 02 - 119 - 7250 ~ 1   
　　　 081 - 356 - 7257   091 - 876 - 6468
　　https : //www.voicehobbyclub.com/　
　   Facebook  ボイスホビークラブ　
　　Instagram　voicehobbyclub
　　E-Mail  voicehobbyclubth@gmail.com


