イデアフォー 28 周年記念講演会

第一部「知っておきたい

がんとお金のこと」

講師：黒田尚子氏（ファイナンシャル・プランナー）

第二部「最新乳がん治療 2016」
講師：上野貴史氏（板橋中央総合病院外科）
日時：2016 年 11 月 3 日（木・祝）13 時 30 分～16 時 40 分

のい 患こ をを～ かと卵
奮たま者と今続解が講と長巣乳
っだたので年け説ん師悩いがが
参加費：2000 円 当日会場でお支払い下さい
てき今ラ変のてしにのむ治んん
のま年イわ講いてなフこ療症は
ごすもフっ演まくっァと期候手
参。乳プた会すれたイが間群術
加尚腺ラ生で。ま私ナあの（後
、、外ン活は しがンるた も
お例科のに、 た伝シのめ 術
待年医あ対黒 。えャで、 後
13:30～14:30 講演第一部「知っておきたい がんとお金のこと」
ち通のり応田 そたルは患）療
しり上方し氏 のいプな者検法
14:30～15:30 講演第二部「最新乳がん治療 2016」
て、野をたを 後 ラいは査期
15:30～15:45 休憩
い講貴おお講 も ンで治等間
15:45～16:30 Q&A コーナー（講師お二人 司会：イデアフォー） ま師 話
史 金師 がのナし療やや
お
16:30～
本販売
す 氏しのに んアーょの先経
。二にい考お とド黒う選進過
《講師プロフィール》
人ごたえ迎 おバ田か択治観
第一部：黒田尚子氏
へ登だ方え 金イ尚。と療察
1969 年 富山県出身。千葉県在住
の壇きなし にス子 同等が
1992 年 立命館大学法学部修了後、（株）日本総合研究所に入社、
質いまど、 関～氏 時、長
SE として、おもに大学関係のシステム開発に携わる。
問たす、病 す』は に自い
在職中に、自己啓発の目的で FP 資格を取得後に同社退社。
のだ。が院 るで、 治費が
1998 年 独立系 FP として転身を図る。現在は、各種セミナーや講演・
時き んで 講、自 療でん
講座の講師、新聞・書籍・雑誌・Web サイト上での執筆、個人相談を
中心に幅広く行う。
間、 患か 演日身 費行で
2009 年 12 月 乳がん告知を受ける。
、年 者か 活本の のうす
で
2010 年 1 月、消費生活専門相談員資格を取得し、消費者問題にも注力。
々 がる 動語乳 捻検。
2011 年 3 月 乳がん体験者コーディネーター資格を取得するなど、
変 遭費 やらが 出査更
自らの実体験をもとに、がんをはじめとした病気に対する経済的備えの
重要性を訴える活動を行っている。
コ化 遇用 執れん ややに
ーし す、 筆な体 今治オ
第二部：上野貴史氏
ナて るそ のか験 後療ン
1988 年 東京大学医学部卒業
1988 年 東京大学第 2 外科研修医
ーい され ほっに のもコ
1989 年 旭中央病院 外科
1991 年 東京大学第 2 外科
もる ま以 かた基 生増タ
1993 年 旭中央病院 外科
1995 年 東京大学第 2 外科 助手
た乳 ざ外 、、づ 活えイ
1997 年 東京共済病院 外科
2000 年 JR 東京総合病院 外科
っが まで 積がき のてプ
2004 年 板橋中央総合病院 外科
ぷん のか 極ん、 経い
済ま
り治 おか 的患
参加希望の方は 11 月 1 日までに下記へお申し込みください。
面す検
設療 金る に者
WEB 申込みフォームhttp://kokucheese.com/event/index/415442/
の
費
に
患
に
年 を。査
定
最
関
用
者
役『 どそ、
*会場の北とぴあドームホールへの問合わせはご遠慮ください。
し
て新 す、 と立が うの遺
い情 るが 交つん し多伝
イデアフォー
ま報 情ん 流おと た彩性
すを 報と す金お らな乳
〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-30-6 1F
。お やな るの金 い選が
TEL/FAX:03-3682-7906 URL:http://www.ideafour.org
皆話 がっ 活知の い択ん
様し んた 動識本 の肢・
会場：北とぴあ 6 階「ドームホール」

受付開始 13 時～

HBOC

58

Q&A

DX

2011

