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認定ヨーガ療法士会東京主催認定ヨーガ療法士会東京主催認定ヨーガ療法士会東京主催認定ヨーガ療法士会東京主催 

☺    2016201620162016 年年年年    国際ヨガデー企画国際ヨガデー企画国際ヨガデー企画国際ヨガデー企画    ☺    

 

国際ヨガデー（6 月 21 日）前の日曜日の特別勉強会のご案内です。 

 

東京ヨーガ療法研修センターでは午後からもイベント・クラスがありますので、皆様のご参加お

待ちしております。 

療法士会東京主催のチャリティ クラスへのお申し込みは以下の詳細をご確認ください。 

ヨーガ療法を学ぶ皆さんの為のクラスです。 

 

開催目的／内容 各県認定ヨーガ療法士会会員＆各県認定ヨーガ療法士会会員＆各県認定ヨーガ療法士会会員＆各県認定ヨーガ療法士会会員＆YICYICYICYIC、、、、YTICYTICYTICYTIC 受講生対象受講生対象受講生対象受講生対象    

チャリティチャリティチャリティチャリティ    ヨーガ療法指導ヨーガ療法指導ヨーガ療法指導ヨーガ療法指導    練習会練習会練習会練習会    

開催日時 ２０１６２０１６２０１６２０１６////６６６６////１９（日）１９（日）１９（日）１９（日） 受付０９：３０から 

開始時間１０時３0 分〜１２時０0 分 

開催場所 日本ヨーガ療法学会認定スタジオ日本ヨーガ療法学会認定スタジオ日本ヨーガ療法学会認定スタジオ日本ヨーガ療法学会認定スタジオ    東京ヨーガ療法研修センター東京ヨーガ療法研修センター東京ヨーガ療法研修センター東京ヨーガ療法研修センター    

〒１１５－００４１東京都北区岩渕町３２－２５〒１１５－００４１東京都北区岩渕町３２－２５〒１１５－００４１東京都北区岩渕町３２－２５〒１１５－００４１東京都北区岩渕町３２－２５    

東京メトロ南北線東京メトロ南北線東京メトロ南北線東京メトロ南北線    赤羽岩淵より徒歩赤羽岩淵より徒歩赤羽岩淵より徒歩赤羽岩淵より徒歩 3333 分分分分            JRJRJRJR    赤羽駅より徒歩赤羽駅より徒歩赤羽駅より徒歩赤羽駅より徒歩 10101010 分分分分    

持ち物、その他 13 時までシェアリング・ランチ会 （12:00～13:00） 

昼食は各自持参、ゴミは各自お持ち帰りください。 

定員 ５０名５０名５０名５０名  申込先着順に受付番号発行受付番号発行受付番号発行受付番号発行します。 

参加 聴講費用 一名一名一名一名    １０００円１０００円１０００円１０００円                ＊受付番号確認後、指定口座振り込み 

（施設利用費、寄付を含む） 

申込み先  

 

DVDDVDDVDDVD 勉強会専用申込みﾌｫｰﾑ勉強会専用申込みﾌｫｰﾑ勉強会専用申込みﾌｫｰﾑ勉強会専用申込みﾌｫｰﾑ：     

http://form.os7.biz/f/ea6383d2/http://form.os7.biz/f/ea6383d2/http://form.os7.biz/f/ea6383d2/http://form.os7.biz/f/ea6383d2/     

画面からのクリックで申込み画面が開きますので、必要項目を記入し

送信して下さい。        

参加日と内容をご確認の上、各項目内容を忘れずにご記入下さい。 

①①①①     お名前お名前お名前お名前    （ﾌﾘｶﾞﾅ）（ﾌﾘｶﾞﾅ）（ﾌﾘｶﾞﾅ）（ﾌﾘｶﾞﾅ）    

②②②②    所属療法士会所属療法士会所属療法士会所属療法士会    都道府県名都道府県名都道府県名都道府県名    （受講生は不要）（受講生は不要）（受講生は不要）（受講生は不要）    

③③③③    所属所属所属所属    第○期（第○期（第○期（第○期（        ）ＹＴＩＣ卒業）ＹＴＩＣ卒業）ＹＴＩＣ卒業）ＹＴＩＣ卒業        または受講または受講または受講または受講    

④④④④    連絡先電話番号連絡先電話番号連絡先電話番号連絡先電話番号        

②②②②     メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレス        

③③③③         参加希望講座日時参加希望講座日時参加希望講座日時参加希望講座日時    

⑦⑦⑦⑦        申込受付番号確認後、指定口座へ振り込み申込受付番号確認後、指定口座へ振り込み申込受付番号確認後、指定口座へ振り込み申込受付番号確認後、指定口座へ振り込み（確認後と記載）（確認後と記載）（確認後と記載）（確認後と記載）    

メールフォームでの送信ができない場合は下記までメール下さい。  

認定ヨーガ療法士会東京 DVD 勉強会係宛  

dvdtokyoyt@gmail.comdvdtokyoyt@gmail.comdvdtokyoyt@gmail.comdvdtokyoyt@gmail.com    

参加申込期限 定員になり次第締め切り定員になり次第締め切り定員になり次第締め切り定員になり次第締め切り    

＊＊＊＊このクラスのこのクラスのこのクラスのこのクラスの収益金は収益金は収益金は収益金は被災者被災者被災者被災者支援活動基金として復興支援ヨーガの風へ寄付いたします。支援活動基金として復興支援ヨーガの風へ寄付いたします。支援活動基金として復興支援ヨーガの風へ寄付いたします。支援活動基金として復興支援ヨーガの風へ寄付いたします。    

    


