主催： 樋口宗孝がん研究基金

小児や AYA 世代と言われる 15 歳〜 29 歳で、
がんという病気と闘う子供や若者たちがいること
を知っていますか？この世代のがん患者には、い
わゆる大人のがんと違った様々な問題があります。
彼らの声を聞き、知る事で、わたしたちに何がで
きるかを一緒に考えてみませんか？

2013 年

9月 6日（金）

開場 18：30 開演 19：00

天神ベストホール（ベスト電器福岡本店１１Ｆ）

〒810-0001 福岡市中央区天神 1 丁目 9−1

参加費：寄付 （無料でも参加可）
申し込み方法

① ホームページからの申し込み：http://www.cancernet.jp/9216
② メールでの申し込み：0906fo@cancernet.jp
③ ファックス （ファックス受信が可能な方のみ / 裏面 FAX 申込用紙使用可）ファックス先：03- 5840- 6073
④往復はがきでの申し込み

（パソコンをお持ちでない方）

②〜④でお申し込みの場合、「9 月 6 日もっと知ってほしい小児がんのこと申し込み」と明記の上、
下記必要事項を記入してお申込み下さい。（1）氏名（フリガナ） （2）立場（患者・家族・医師・

行政関係・医療者・製薬 / 医療機器関係・メディアなど） （3）連絡先（①メール ②FAX
③電話 ）④ 往復ハガキでのお申込みの場合は、8/31 必着です。
・郵送先：〒113-0034 東京都文京区湯島1-10-2 御茶ノ水 K＆K ビル 2F
NPO 法人キャンサーネットジャパン「9 月 6 日もっと知ってほしい小児がんのこと申し込み」まで
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（ 申込締切 : 開催日前日 9 月 5 日午後 5 時 ）
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主催： 樋口宗孝がん研究基金

What We Can Do Now：わたしたちにできること

2013 年
19:00
19:00 〜 19:20

9月 6日（金）

開会挨拶
基調講演①

ラジオ DJ

開場 18：30 開演

TOM G（伊佐智史）

「がんになっても笑顔で育つ」
チャイルド・ケモ・クリニック 院長 小児科医師

19:20 〜 19:35

基調講演②

19:35 〜 19:50

基調講演③

19:50 〜 20:20

トークショー

19：00

楠木 重範

「夢を諦めない為に」
モデル・ミスユニバースジャパン大分ファイナリスト

柳澤 里弥（ユーイング肉腫）

「小児がん経験者のためになにができるか〜にこスマ九州の活動より〜」
NPO 法人にこスマ九州 理事・事務局長

井本 圭祐（急性リンパ性白血病）

「もっと知ってほしい小児がんのこと」
司

会： ラジオ DJ TOM G（伊佐智史）
パネリスト： チャイルド・ケモ・クリニック 院長 小児科医師 楠木 重範
モデル・ミスユニバースジャパン大分ファイナリスト 柳澤 里弥（ユーイング肉腫）
NPO 法人にこスマ九州 理事・事務局長 井本 圭祐（急性リンパ性白血病）
九州大学 小児科 医師 古賀 友紀
LinQ（数名 ※後日 web にて発表いたします）

20:20 〜 20:50
20:50 〜 21:00

ライブ

LinQ

スペシャルライブ

閉会挨拶

樋口宗孝がん研究基金事務局

柳澤 昭浩

LinQ( リンク ) とは、2011 年 4 月 17 日にデビューした九州発アイドルグループ。
LinQ＝
「Love in 九州」の頭文字から発想した造語で、アイドル活動を通じて色々な人やもの、地域や国などを繋ぐ事の出来るグループに、
そして「笑顔の架け橋」になれるようにとの思いを込めて命名された。
アイドル活動を通じて、九州を元気にし、
アイドル文化の発信都市としての認知を目指し、
アイドル文化を九州の「特産品」にする事を目標に、
公演やイベント出演などを重ねている。また、地元企業とのコラボレーションや募金活動などにも積極的に参加をしている。
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〒810-0001 福岡市中央区天神 1 丁目 9−1
福岡市営空港線 天神 １２・１３番出口 徒歩 すぐ
西鉄天神大牟田線 西鉄福岡（天神）徒歩 すぐ

お問い合わせ
NPO法人キャンサーネットジャパン内 樋口宗孝がん研究基金事務局
http://www.cancernet.jp

電話：03-5840 -6072（平日10 時 〜17 時）
ファックス：03-5840 -6073 メールアドレス：info@cancernet.jp
〒113- 0034 東 京都文 京区 湯島 1-10 -2 御茶ノ水 K＆K ビル 2F

ファックス先：03-5840-6073

9 月 6 日もっと知ってほしい小児がんのこと申し込み

※ファックス受信が可能な方のみお申込みください。（受付票を送信いたします。）

1. 氏名（フリガナ）
2. 立場に○をつけてください。 患者・家族・医療従事者・学生・行政関係・製薬 / 医療機器関係・メディア・その他（

）

3. FAX 番号
＊ボールペン等でしっかりとご記入ください。

