
赤ちゃんの ”こころ ” と ”からだ ”の世界
～ 赤 ち ゃ ん と お 母 さ ん と の 相 互 交 流 ～

     日時：  2014 年 1月 26 日（日）　13:00 ~ 16:00
      受付開始：12：30 ～　（13:00 開始に間に合うようお集まり下さい）
   場所：  エースクラップ アカデミー（ビー・ブラウンエースクラップ株式会社内）
   東京都文京区本郷 2-38-16　JEI 本郷ビル ６F　（裏面地図をご参照下さい）
   参加費：  無　料
   対象：  文京区在住・在勤で
                 ●　これからお母さまになる方
   ●　乳幼児（0～ 5歳位）のお子さまをお持ちのお母さま
   　 ！お子さまは託児スペースでお預かりします！（無料）
   定員：  20 名  ( お申込み先着順 / 定員になり次第締め切らせていただきます。）
                   （託児お申込みの場合、締切が若干早くなります。詳しくは事務局にお問合せ下さい。）    

    後援：  文京区子ども家庭支援センター                 

 プログラム  
１）「赤ちゃんの心と身体の発達について」　　講師：　 鈴木泰代 先生 （精神科専門医）
         ※  乳幼児の心身の発達とお母さんとの関係にスポットを当てます。 
　　  楽しい子育てのヒントを見つけていただけるのではないでしょうか。

 ２）心理ゲーム・ワークショップ　　　　　   ご協力：　 山田清子 先生 （臨床心理士）
         ※  コラージュ ワークショップを通じて、自分の心の奥をのぞいてみましょう

 ３）フリートーク
         ※  フリートークは、話したいこと・聞きたいこと・共有したいこと、何でもOKのおしゃべり
  タイムです。お茶を飲みながらリラックスした雰囲気で！

  ●　イベント公式終了時間は 16：00 ですが、17:00 頃までお時間をとってあります。　                                      

            ご都合の許す方は是非、最後までお付き合い下さい。

ビー・ブラウンフォーチルドレン
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・・・　ビー・ブラウンフォーチルドレン（B. Braun for Children）とは　・・・

ビー・ブラウンエースクラップ株式会社は、ドイツ医療機器メーカーの日本法人として文京区に本社を構え、今年で
28 年目を迎えます。ビー・ブラウンフォーチルドレン（B. Braun for Children）は、未来を担う子供たちのサポート
を目的とした ビー・ブラウングループの社会貢献活動です。本来の企業活動とは完全に切り離し、世界各国でその国
の事情に則した様々な取組みを行なっています。 

日本においては、これからお母さまになる方や子育て中のお母さま方と一緒に、子どもの心身の発達や乳幼児期から
の母と子の関係について考える機会を作りたいと考えました。 その中で、楽しい子育てへつながるヒントを見つけて
いただければ、と願っております。　 

2013 年からは、文京区子ども家庭支援センターの後援を得、新たに地域密着型の取組みとしてスタート。
約 2ヶ月に 1度のペースでのイベント開催を計画しております。

電話・メールで下記事務局へお申込みください。
お待ちしております。
　　　　
事務局担当：　ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ　吉田 真理
TEL: 03-3814-2525   ( 月～金　09:00 - 17:30)
mail: gen.jp@bbraun.com  
※ URL: www.bbraun.jp
（※ 上記ホームページのお問合せメールもご利用いただけます。）

特設サイトでは、詳細をご案内しております。
こちらも是非ご覧下さい。
→　http://www.bbraun.ebunkyo.net

東京メトロ丸の内線「本郷三丁目」下車　徒歩 1分
都営地下鉄大江戸線「本郷三丁目」下車　徒歩 1分
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具体的な相談に、先生から実践可能なアドバイスを頂けて
よかった。

託児も無料で、
母親だけの時間を
作って貰い、有難かった。

今回のイベントに　

参加出来てよかった。

今後も継続して

ほしい。

大事な時に
必要なお話が聞けてグッドタイミング

だった。

ワークショップは、
楽しかった。　

久々に生活の色々な事から
離れる時間ができた。

コラージュ
は、

家でも子ど
もと一緒に

やってみた
い。
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