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� お子さんからお年寄りまで男女問わずお子さんからお年寄りまで男女問わずお子さんからお年寄りまで男女問わずお子さんからお年寄りまで男女問わず

どなたでも参加いただけます。どなたでも参加いただけます。どなたでも参加いただけます。どなたでも参加いただけます。

� 動きやすい服装でヨガマットまたはバスタオル動きやすい服装でヨガマットまたはバスタオル動きやすい服装でヨガマットまたはバスタオル動きやすい服装でヨガマットまたはバスタオル

� 申し込み申し込み申し込み申し込み

お預かりした善意は経費を除き全額お預かりした善意は経費を除き全額お預かりした善意は経費を除き全額お預かりした善意は経費を除き全額

使われます。使われます。使われます。使われます。
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Time:
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� For men and women For men and women For men and women For men and women 

� No need to apply.No need to apply.No need to apply.No need to apply.

� No participation fee.No participation fee.No participation fee.No participation fee.

� Please help us raise funds for Kumamoto.Please help us raise funds for Kumamoto.Please help us raise funds for Kumamoto.Please help us raise funds for Kumamoto.
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