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講演会 10:00～ 12:00
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約50年間 MCUの赤ちやんと向き合つてこられた

経験を通して 周産期医療のこと 子育てのことを

お話ししていただきます

料金 1500円  (子ども 学生無料 )

定員 180名   (託 児なし)

※申込み方法など詳 しくは裏面をご覧ください

写真展  10:00～ 15:00
小さな小さな赤ちゃんの写真展

「手のひらに伝わる命の輝きJ

早産などきまざまな理由で小さく生まれた子とも

たちtT成長の記録をご覧くださtヽ .会の 10年の

歩みもパネル展示いたします.

フリマ・キッズコーナー・交流の場

13:00～ 15:00

入 場 無 料

講演会のみ

大人有料
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コーナーなと楽しいエリアもあります 写真展

を見なからゆつくりお話しする場もあります.
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主催 INっ 子ネッ トワーク カンガルーの親子



Nっ子ネットワーク カンガルーの親子とは

早産や病気なと様々な理由て小さく生まれたお子さんと
その家族のための会です.2007年 ¬月 「Nつ 子クラブ
カンガルーの親子Jと してビアサポートを目的に活動を
スタートしました。
会の名前の「Nつ子Jの NIま「NC∪ (新生児集中治療室)J
「カンカルーの親子」はやつと我が子を抱くことがてきた
「カンカルーケアJにちなんています.

メンバーの半数以上が10008未満で生まれた超低出生体重
児.低出生体重児だけでなく l‐々な理由てN CUて かんば
つたお友達もいます。毎月 いろいろな企画て情報交換や

学習会など交流の場を設けています.詳 しくは ホームベ

ージをご覧くださしヽ く2013年 11月 県知事表彰受賞>

おかけさまで2017年 11月 、発足10周年です

活動を始めて 2017年 11月 て10周年を迎えることができ
ました.こ の10年間、福岡県内外から約160家族が足を運
び 泣いたり 笑つたりしてきました。その中から、各地域

で活動する姉妹グループが.lI生 しました。そこで 2017年
4月  「Nつ 子ネットワーク カンガルーの規子Jと会の名

前を変更しました

北九州1は 「さんさんつ子J 行橋は「■クリJ "日 |は 「わ
か|ぎ イ牛Jとそれぞれ「Nつ 子ネットワークJの仲間として

独自に活動を展開しています

■写真展 10:00～ 15:00
小さな小さな赤ちゃんの写真展

入場無料

:00～ 15:00

入場無料

「手のひらに伝わる命の輝き」

手のひらはどに小さく生まれた子どもたちの成長の記録、私たち
Nつ 子ネットワーク カンガルーの親子の10年の歩みをまとめた
バネルをぜひご覧ください。

■フリマ・ キッズコーナー 13
子供服や雑貨のフリマーケツト
記念写真のコーナー

キッズスペース etc

写真展を見なからゆつくりおしやべりできるコーナーもございま

す。ご家族やお友たちと、子どもたちの成長とがんばりを確認し

あいながら楽しくお過ごしください.
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橋本武夫先生

N CU、 保育器の赤ちゃんと50年向き合つてきたドクターからのメッセージ
子どもたちのために、すべてのおとなのみなさんに聞いて欲しいお話してす

新生児科医 /1ヽ児科医 橋本武夫氏

聖マリア病院新生児科EEI長 、聖マリア病院母子

総合医療センター続括などを歴任.現在、鳥栖

市の若楠療育回児童発達支援センター センタ
ー長.

★★☆専用のお申込みフォーム (こ くち―ず)

下記のURL、 または右のQRコ ー ドかを

http://www kokuchpro com/e
注)kokuchprO comからのメールが受信できるよ

☆上記の方法でアクセスできない方はメールでお申込みいただくか、お電話てお問合せください

メールの際は 下記を明記してください。

①氏名 (フ リガナ)②メールアドレス ③電話番号
④大人 子供それぞれの必要な席数
⑤席を必要としないお子様の人数と年齢 月齢
⑥その他 車椅子の有無など連絡事項
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Nつ子ネットワーク カンガルーの親子  http:〃 n‐kan‐oyako.moo.jp

開場9:30 講演10100～ 12:00
料金 /500円 (子 ども。学生無料)

定員 /80名
※託児はありません

図 kangaroo2007oyako◎gmaH com
■L 08085840043(マ ンマ マーノ内)

注)kangaroo2007oyak00gm“ com力'ら のメー,レ を

員信できるようにドメイン設定をしてくたさい

電..ま出れなtヽ こともありますので 必ずメリセージを
お,し くださtt

『真 (まこと)の親業』 ～みんな抱きじめたい～

一（一〔〕）“一̈


