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参加型

イベント

・受付 (予約) 11:00～12:00     
・体験             12:00～14:00

～自由参加～

親子で楽しむタグラグビー親子で楽しむタグラグビー親子で楽しむタグラグビー

詳しくは
くまがやねっとへ  

みんなのタグラグビー広場みんなのタグラグビー広場

コンディショニングプログラムコンディショニングプログラムコンディショニングプログラム
スタイル改善！ゆがみ、コリを解消！

・ヨガ 10：30～11：15
…ヨガのポーズを行い、体の歪みを整えます。

・コンディショニング 11：30～12：00
…ストレッチポールを使って体の歪みを整えます。

・筋膜リリース 12：30～13：00
…グリッドフォームローラーを使い
　固まってしまった筋膜をほぐします。

内田絵画教室内田絵画教室

チョークアート 11:00～14:30
みんなで楽しく描こう！

フィットネスボルダリング　and fitフィットネスボルダリング　and fit

第３多目的広場 MAP

埼玉県熊谷市を今まで以上に盛

り上げ、笑顔あふれる街にしたい、

という想いから「くまがやニコニ

コプロジェクト（くまニコプロ

ジェクト）」を立ち上げました。

くまニコプロジェクトのイベント

参加費・募金などは、「くまニコ寄

金」として、被災地や、子育て支援

団体に寄付させていただきます。

チャリティーウォーク
コースMAP 9:00  受付開始

11:00  イベント開始

　　   チョークアート

     　

15:00  イベント終了

14:00  

10:00  ヨロシクコーススタート

10:15  ニコニココーススタート

9:45  出発式

12:00  
|  

募金箱募金箱
ご協力に心から感謝いたします。

▲くまがや館、会場にて設置いたします。

ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
▲くまがや館、会場にて設置いたします。

ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

タグラグビー体験

主催：
後援：
協賛：

くまがや館・熊谷チャリティーウォーク実行委員会

(株)アイズ・カンパニー(バイオレーラ) （株）アイプラス (株)あなたの幸せが私の幸せ ALSOK あるばとろす 石山商工(株) (株)エーアンドエーマテリアル A&Kホンシュウ(株) (株)A-rise (有)オカトミ  オカモト建商(株) おそうじ本舗熊谷籠原店 ＳＮグループ(株)サテライトネット (株)近江屋酒店 (有)岡田工務店 

(株)岡部工務店 （同）尾高保険事務所 (有)加藤総建 (株)木島陸運 北関東ペプシコーラ販売(株) (株)木村カラー 木村木材工業(株) 共和商事(株) （医）くぼじまクリニック (有)クマガヤスポーツ (医）熊谷総合病院 熊谷通運(株) 熊谷ロータリークラブ GEETA (株)グリーンステージ (株)ケーアイ 

コカ・コーラボトラーズジャパン(株) (株)国分商会 小辻運送(株) 後藤電気 (株)小林茂商店 (有)小林造園 (有)小林塗装店 埼玉縣信用金庫 (株)埼玉住宅情報センター 埼玉りそな銀行 (株)サトウ巧材 (株)zakka-town Ｊ:ＣＯＭ 熊谷・深谷 ジェイ・シー・ワイ(株) シノン洋菓子店 シバサキ建築設計室 

ショッピングセンター・ニットーモール (株)スミノエ 東日本支社 （株）セカンドムーブ  ソーセツエンジニアリング(株) 第一生命保険(株) (有)大和ライト工業 タカヒロフーズ（株） (株)ティーツーシー とんかつまるこう (有)長島設備商会 （株）ナショナル消防化学 (株)西倉製作所 日栄電機(株) 日本メタルガスケット(株) 

(有)野口祐三郎商店 (株)梅林堂 (株)馬車道 Barすごもり はっかいグループ  バックヤード (福)熊谷福祉会はなぶさ苑 原口自動車ボデー(株) ビーエム観光(株) 蛭田塗装 ベストパートナー(株) (株)ベルク (株)フレーベル熊谷 マコト物産(株) 三井住友海上火災保険(株) 三好GL (株)武蔵野銀行 (株)八木橋 

山一不動産(株) 大和屋(株) 吉野石膏(株） 読売センター熊谷 読売センター熊谷中央 人輝家建築 (株)ＬＩＸＩＬ リバーサイドパーキング  リンクス(株) (株)Y.style 山岸畳店 渡辺パイプ(株)

埼玉りそな銀行 埼玉縣信用金庫 第一生命保険(株) Ｊ:ＣＯＭ 熊谷・深谷 秩父鉄道(株) くまっしぇ ＮＰО法人くまがやピンクリボンの会 大和屋(株)

熊谷市 熊谷市教育委員会 （一社）熊谷市観光協会 熊谷商工会議所 くまがや市商工会

協力：

ウスキングベーグルウスキングベーグルいづみ寿司いづみ寿司 熊商同窓会熊商同窓会行田ゼリーフライ研究会行田ゼリーフライ研究会和菓子処  かんだ和彩和菓子処  かんだ和彩 NPO法人 エル・フォーNPO法人 エル・フォー 大和屋株式会社大和屋株式会社

まるちゅうまるちゅう

NPO法人 
くまがやピンクリボンの会
NPO法人 
くまがやピンクリボンの会

くまっしぇくまっしぇ

上野友梨奈 CD上野友梨奈 CD

zakka-townzakka-town

出店ほか



お住まい(市町村名)：氏名(代表者)：
FAX応募用紙

※FAXの送信をもちまして、お申し込みの完了となります。

  こちらから確認のための電話連絡等は行いません。

※キャンセルの場合は、ご連絡をお願いいたします。（当日キャンセルは連絡不要）

  (☎048-521-4625 まで）

※注意事項は「くまがやねっと」をご覧ください。

フリガナ

048-522-8614
●FAXからの応募はこちら

参加人数(代表者含む)：

緊急連絡先： ー ー

● （web）からの応募はこちら

048-521-4625問合せ
【営業時間】10:00-17:00 ※お電話でのお申し込みは受け付けておりません。

熊谷チャリティーウォーク
https://www.kumagayakan.net/event/walk

くまがやねっと

スタート9:00 定員  600 名 ( 先着順 )

寄付先 

雨天 小雨決行 開催の可否については3月13日15時の時点で判断し、
『くまがやねっと』に掲載いたします。

※協賛金及び参加費の一部を寄付させていただきます。
※当日撮影した写真や映像を、テレビ・新聞・インターネット等で公開する場合がございますので、ご了承ください。

名
名小学生以下

くまがや館でも受付可能です。
〒360-0037 埼玉県熊谷市筑波1-29

(第１・第３水曜日定休)

うち

受付開始 10:00

熊谷市内子育て支援団体・岩手県宮古市など

`h

お車をご利用の場合　    …第３多目的広場隣の駐車場（P-5）
　　　　　　　　　　　　 　を無料でご利用いただけます。

アクセス方法

路線バスをご利用の場合…【熊谷スポーツ文化公園行き】を
　　　　　　　　　　　　　  ご利用ください。

 車・路線バス

11:00～15:00

同時
開催 イベントステージイベントステージイベントステージ

NA2スタジオ

綺楽々翔華

ママさんブラス くまぴよ隊

ラウナアロハ チアダンスチーム Rapora

ミートファイターきゃんぴら

ときどきマジシャン TOKIMA

コナミスポーツクラブ行田上野 友梨奈 さん

プロフィール

『THEカラオケ★バトル』
全日本大学生歌うま王決定戦2016
 優勝！

チョークアートを
みんなで描こう！

イベント

ステージあり！

フードあり！

スタンプラリーで

楽しく歩こう♪

くまがやニコニコプロジェクト

　熊谷チャリティーウォーク
第９回

2020年3月14日（土）

コース  ヨロシクコース（約4.6km）

    ニコニココース（約2.5km）

参加費  500円(小学生以下無料)

会場  熊谷スポーツ文化公園   
      第３多目的広場
会場  熊谷スポーツ文化公園   
      第３多目的広場

      10:00～15:00   受付開始  9:00

参加者募集中!

※お電話でのお申し込みは受け付けておりません。

（web）

チャリティーウォークの申し込みはこちら！

にて受付中！

（048-522-8614）FAX

〒360-0037 埼玉県熊谷市筑波1-29
(第１・３水曜日定休)

【10:00-17:30】 

#熊谷チャリティーウォーク

募集期間：2020年1月10日(金)10:00～３月１日（日）17:00

上野友梨奈

内田絵画教室

NA2スタジオ

綺楽々翔華

ママさんブラス くまぴよ隊

コナミスポーツクラブ行田

ときどきマジシャン TOKIMA

チアダンスチーム Rapora

ミートファイターきゃんぴら

みんなのタグラグビー広場

フィットネスボルダリング and fit

ラウナアロハ

親子で楽しむタグラグビー
12:00 ～ 14:00

予約制
(当日参加可 )

詳しくはこちら→

【受付時間】10:00-17:00 

048-521-4625
お問い合わせはこちら！



家族みんなで楽しもう！


