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発行 2016.7.24 

東奔西走 ⑪                             NPO 法人コミュニティケアリンク東京 理事長 

～住み慣れた街で、最期まで、生きて逝く～  ケアタウン小平クリニック 院長   山崎
やまざき

 章郎
ふ み お

 

 

誰にでも訪れる死。皆さんは、その時をどこで、

誰と、どのように迎えたいと思いますか。「住み慣

れた街で、最期まで、生きて逝く」を目指して、

2005 年 10 月、医療・看護・介護・住まいが一体

として連携するケアタウン小平チーム（以下チー

ム）が活動を開始して、昨年 9 月末で丸 10 年が経

ちました。 

チームの出発点は、小金井市にある桜町病院の

聖ヨハネホスピスでした。ご存知のようにホスピ

スは、主に、治癒することが難しくなった末期の

がん患者さんが、その人生の最期を過ごすところ

です（症状の緩和ができれば退院し、在宅で過ご

される場合もあります）。 

がんによる苦痛を可能な限り和らげ、少しでも、

自分らしく過ごせることを目指しています。療養

環境も一般病棟に比べ、アットホームに過ごせる

ように工夫されています。多くの患者さん・ご家

族がホスピスでケアを受け、過ごせて、良かった

とおっしゃってくれました。 

それでも、少なからぬ患者さんが「でもね、本

当は、住み慣れた家にいたかったんだよ」とおっ

しゃったのです。その当時は、在宅で療養したい

と考えても、24 時間、いつでも必要に応じて、患

者さん宅を訪問するホスピスケアの専門性を持っ

た医療や看護はほとんどありませんでした。 

 そこで、聖ヨハネホスピスで一緒にチームを組

んでいた仲間たちと相談しました。そして、ホス

ピスで待っている限りは、どんなに良いケアであ

ったとして、ホスピスに来られた方にしかケアが

提供できない。であれば、待っているのではなく、

24 時間ホスピスケアの出来るチームが、患者さん

の住まいに出向けば良いのだと考えたのです。 

 それがケアタウン小平チームの始まりでした。

活動開始以来、現在までに 700 余名（内がん患者

さんは 630 余名）の方々が、人生の最期を、ご希

望通り在宅で迎えております。在宅療養を開始し

た方々の約 8 割はその願いがかなったのです。 

 それだけの患者さんが亡くなったということは、

それだけのご遺族が誕生したことを意味します。

大切な方が亡くなるということは、大きな喪失体

験です。そのような思いは体験者どうしでなけれ

ば分かち合えないことも多々あります。8 年前か

ら、在宅遺族会「ケアの木」が誕生し、ご遺族同

士の交流を深めています。また「ケアの木は」チ

ームの一員としても活動いただいております。 

 チームを語るうえでボランティアの皆さんを欠

かすわけにはいきません。現在登録ボランティア

は 90 余名を超えておりますが、そのうち約 2 割は

ご遺族の皆さんです。いつの間にか、チームは様々

な絆で繋がりあいながら、地域の中で広がってき

ております。また、活動は多くの方々のご寄付に

よっても支えられております。読者の皆さんも、

是非次の 10 年を目指した「最期まで生きて逝く」

街づくりにご参加ください。 

今後ともご支援よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケケアアタタウウンン小小平平  

だだよよりり～～第第 1111 号号～～  
 

 
 

後列  石巻、山崎、佐々 

前列   相河、柴垣 
事務の板東と遠藤が退職し

佐々、柴垣が加わりました 
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訪問看護日誌 ⑪                    ケアタウン小平訪問看護ステーション 

～具体的な不安を、安心とつながりに変える勉強会～    所長・看護師  蛭田
ひ る た

 みどり 
 

道路沿いに鮮やかに咲いている紫陽花の花

を見ると、ホスピスで働き始めたころ、訪問

診療に同行していた時のことを思い出します。

早いものでもう、20 年以上前のことになりま

す。A さんは 40 代の男性の患者さんで、妻と

小学校低学年の子供さん二人と暮らしていま

した。がんの末期の状態で衰弱が進んでおり、

歩くときにはふらふらしていましたが、家で

好きな時に好きなことができることを喜び、

いとおしい時間を過ごしていました。ある時、

「もう自分は長くないと思う。子供たちに書

いたメッセージを家のいろいろなところに隠

したんです。いつか見つけてくれたらいい」

と茶目っ気たっぷりに話をしてくれました。

訪問した時には、いつも、お気に入りの椅子

に座っていました。その脇には、窓一面に庭

の木々の緑があり、Ａさんと一体化して見え

ました。これが住み慣れた家でゆったりと家

族と大切な時間を過ごすということだと初め

て実感しました。私が在宅療養を支えたいと

思った原点かもしれません。 

訪問看護を始めて 11 年目になりますが、多

くのご遺族との交流も私たちの宝物です。ご

遺族の中には、「亡くなったことは辛いけど、

家で看てあげられて本当によかった」と、あ

る種の達成感をもって話される方がいて、お

手伝いさせていただけて良かったとホッとし

ます。しかし、時間が経つと「一人になった

私はどうすればいいんだろう」という不安の

声を聞くことが多くありました。そこで、元

気な時から、一人ひとりが自分のこととして

生や死について考えておくことや、コミュニ

ティの力をアップしていくことが重要だと考

え始めていました。 

昨年 9 月から、『住み慣れたところで安心し

て生きること、死ぬことを考える』というテ

ーマで地域の方々との勉強会を始めました。

月に一度で 4 回シリーズ、基本的に全回出席

できることを前提としています。地域を限定

して行い、定員は約 15 名の少人数グループで

話し合う時間も多く取っています。（勉強会の

内容については 8 ﾍﾟｰｼﾞ参照）参加者の中から

は「元気な時はいいけど具合が悪くなったら

どこに連絡すればいいのか」「介護保険はどう

すれば利用できるのか」「訪問看護は選べるの

か」など、不安な声や具体的な質問がたくさ

んありました。勉強会の中では、地域にある

社会資源などの情報提供や利用の仕方などに

ついても説明を行い、質問にはできるだけそ

の場で答えていくようにしています。 

この会で改めてわかったことですが、回覧

板を持っていったとしても玄関先で帰ってし

まい、隣近所お茶を飲んで話をすることはほ

とんどないということでした。グループワー

クでは、家族間でも普段なかなか話題にしな

い、死というテーマについても話をすること

によって、お互いの考え方がわかり距離が少

し近くなるようです。もちろん、ここで得た

情報は口外しないようにしていただいていま

す。この勉強会を通して、少しでも暮らしの

安心につながり、地域力を高めるきっかけの

一助になると嬉しいです。 

次は皆さんの地域で行うかもしれませんの

で、その時には是非ご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

後列  小西、斎藤、岩本、林、中川 

前列  蛭田、奥村、  清水、野村 
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一笑懸命 ⑪                     ケアタウン小平デイサービスセンター 

～デイサービスならではのプレゼントを届けたい～     管理者・看護師  錦織
にしきおり

 薫
かおる

 

 

デイサービスセンターも開所から11年目に

入り、たくさんの方と出会いました。お別れ

もたくさんあり、それは寂しく、辛いもので

す。でもそんなデイサービスだからこそでき

る関わりを書きたいと思います。 

 

Ａさんは、独特な口調で冗談を言いながら

大声で話す方でした。とっつきにくいと感じ

るスタッフ、ボランティアもいました。しか

し、ふと見る表情はいつも伏し目がちで何か

考え事をしているようでした。家庭環境に課

題を抱えておられ、彼の意志を表現する場所

はなく、脳梗塞の後遺症で体の自由も利かな

かったので、いつも冗談を言いながら「俺は

籠の鳥」と表現されていました。この言葉の

中に彼のいろいろな思いがこめられているの

を感じました。お付き合いしていくと、繊細

で他の人に対してとても気遣いをされるお人

柄が見えてきました。スタッフもボランティ

アも、Ａさんに寄り添いながら丁寧に関わり、

彼のメッセージが変化してきたとき、「俺は永

くない。世話になった。」と話されました。  

来所日は、奥さんがお庭のお花をブーケにし

てお持ちくださるのですが「（連絡帳に）女房

に花の感想とお礼を書いておいてくれ。」と毎

回話されました。直接口にできない奥さんへ

の思いだったのかもしれません。 

 Ｂさんは、脳腫瘍の末期状態にある方で、

病状はしっかりと理解されていました。奥様

と二人暮らしで、口数が少なくほとんど自宅

では会話がなかったそうです。彼は、私たち

のお手伝いの一つ一つ、声掛けにも「ありが

とう」と労いの言葉をかけてくださいました。

症状が進み、ベッド上で過ごすことが多くな

ると会話も減りました。しかし、食事介助を

するスタッフに「妻の料理はおいしいです

よ！」「妻には苦労を掛けてしまいました。」

等、ゆっくりと奥様に対する思いを口にされ

ました。また涙を浮かべ、「死ぬのが怖くなく

なりました。母のところに行けるのですから。」

と話されました。涙を流しながら介助するス

タッフとＢさんとの空気はとても柔らかく留

まっているかのようでした。 

 

このような利用者さんとの場面は、スタッ

フだけでなく、ここで関わるボランティアと

の間でもよく見られます。自宅では何も話さ

れない方が、ここで過ごしている時に、いろ

いろなお話や思いを表出されます。デイサー

ビスで過ごす時のお話や振る舞いなどは、日

頃家族が触れることのない一面かもしれませ

ん。こうした一面を私たちを通してご家族に

届けることが、お別れしてからも残る本人か

ら家族へのプレゼントになると考えます。 

ここにいる誰もが心からの訴えに耳を傾け、

そっとそばに添い、時間を共有する。そんな

ケアがさりげなく展開されるデイサービスに

成長してきたと思います。これからもその方

のスピリチュアリティを大切にしていけるよ

う、チームみんなで力を尽くしていきたいと

考えています。 

一期一会！ 今日のその時、その瞬間を大切

に生きて、出会えたことに感謝していきたい

と思います。さぁ～今日もがんばるぞ！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

後列  松本、篠塚、林 

前列   錦織、沼尻 



4 

 

  

 

こんにちは。ケアタウン小平ケアマネジメ

ントセンターの管理者の清水です。『ケアマネ

ジメントセンターってなに？』と思う人もい

るかと思います。ケアマネジメントセンター

は、ケアマネジャーがいる事業所です。私一

人で運営している超零細な事業所です(笑)。 

平成 17 年 10 月開設のケアタウン小平は、現

在 11 年目ですが、ケアマネジメントセンター

は平成 25 年 11 月から活動を始め、ようやく

3 年目です。ケアタウン小平内の在宅ケア事業

の中では一番新しい事業所です。 

ケアマネジメントセンターが行っているこ

とは、要介護認定を受けた人たちが、在宅で

自立して自分らしく過ごしていけるよう、本

人や家族と一緒に考え、より有用な介護サー

ビス利用につなげるお手伝いです。そして、

ケアタウン小平のクリニックや訪問看護やデ

イサービスと連携しケアタウン小平チームで

終末期の人たち（在宅ホスピス）を手助けし

ています。このことは他のケアマネジャーの

事業所と大きく異なることです。 

ケアマネジメントセンターが活動を始めて

から2年半で約150人と契約を交わしました。

そのうちの約 7 割の人が自宅で最期を迎えお

亡くなりになられています。終末期の人たち

の多くはがんを患った人たちです。病状の進

行は慢性の疾病と異なり階段的に急激・急速

に変化・低下していきます。クリニックや訪

問看護の医療的なサポートがとても重要です

が、自宅で自分らしく快適に過ごしていける

よう、寝起きの負担を軽くする介護ベット、

床ずれを防ぐマットレスなどの福祉用具、通

常の入浴が難しくなったときベットのすぐそ

ばに浴槽を持ち込み入浴のお手伝いをする訪

問入浴、排せつや清潔保持などのお手伝いを

する訪問介護などの介護サービス利用の調

整・手配をケアマネジメントセンターがお手

伝いしています。なかには介護サービスでは

及ばないことがあります。その際は自費サー

ビスの利用を手助けすることもあります。具

体的には、ご本人への見守りが必要なときに、

それを家族が行えない場合などです。 

限られた時間ですが、慣れ親しんだ自宅で

家族と一緒に過ごすことは、本人にも家族に

も有意義でとても密度の濃い時間となります。

利用者や家族と関わり接していて、私はそう

感じます。 

 まだまだ未熟で至らないことが多く、試行錯誤

のケアマネジメントセンターですが、『あなたら

しさを支えます』の思いを実践していけるよう努

めていきます。これからもどうぞよろしくお願い

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試行錯誤③                 ケアタウン小平ケアマネジメントセンター 

～限られていても、密度の濃い時間にするお手伝い～  管理者・ケアマネージャー清水
し み ず

 利
とし

朗
ろう

 

コミュニティケアリンク東京の活動にご協力ください 

当 NPO 法人ではよりよい活動を展開していくために、

皆様からのご寄付をお願いしております。ご寄付いた

だいた方には、ケアタウン小平だより等を通じて、  

ケアタウン小平の活動をご連絡させていただきます。 
①郵便局からの払込の場合… 

  口座記号番号 ００１００－１－２７９４８９  

加盟者名   （特）コミュニティケアリンク東京  
※払込取扱票の通信欄に「寄付金として」とご明記 

ください。 

②銀行からのお振込の場合… 

ゆうちょ銀行  店名 〇一九店 （ゼロイチキュウ店） 

口座  当座 ・ ０２７９４８９ 

名義  特定非営利活動法人コミュニティケアリンク東京 

仮認定 NPO 有資格期間中、3,000 円以上の寄付・  

賛助会員費は、確定申告にて寄付金控除が適用いた

だけます。（認定有効期間：H27.7.29～H30.7.28） 

 

所得税のほか、住民税を含めると寄附金の 

最大 50％の税額控除が受けられます。 

 

☆所得税の税額控除方式なら 

（寄附金額-2,000 円）×40％＝税額控除額 

☆個人住民税 

（寄附金額-2,000 円）×10％に相当する額 

 

※対象寄附金額、控除額には上限があります。 

詳細は事務局又は国税庁ﾎｰﾑﾍﾟｰｼにて確認ください。 
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～たくさんのヒントや、つながりが育まれた６年です～ 

                       ボランティア 細江
ほ そ え

 卓
たく

朗
ろう

2009年 12月長年勤めた会社を定年退職し、

地域デビューを考えていた時に、ケアタウン

小平のボランティア講習会を知り応募しまし

た。理由は山崎先生の書籍を読んでいて関心

があったのと、自宅の津田町から離れていて

利用者に知人が少ないと考えたからです。 

面接を受けて2010年3月からデイサービス

で毎週月曜日午後、利用者さんとの交流、  

掃除、送迎車の添乗などをしています。 

ボランティアに入って感じたのは、地域に

開放された施設の素晴らしさです。小平八小

の学童の車椅子体験や利用者と交流するボラ

ンティア授業。放課後小中学生などがデイサ

ービス施設に遊びに来て利用者と話をしたり、

中庭でのサッカーゲーム。利用者と幼児が一

緒の英会話と歌の交流。近所の方が利用でき

る子ども文庫など枚挙にいとまがありません。

特に高齢の利用者は、子供や幼児と一緒に居

るだけで、笑顔がこぼれます。 

2011 年 3 月 11 日東日本大震災が発災し被

災地支援活動を始めましたが、ケアタウン小

平に関わって間もないにも拘らず、様々なご

支援をいただきました。 

ケアタウン小平のボランティアの方々に 

被災地に入っていただき、福島の子ども保養

プロジェクトは今年で7回目になりましたが、

山崎先生をはじめ多くの関係者の皆様から物

心両面にわたるご支援を継続していただいて

います。特に大勢の子どもを野外で遊ばせる

ので、訪問看護ステーションの看護師さんが

毎回参加して下さることで、子どもはもちろ

んのこと我々スタッフも本当に心強く感じて

います。 

また、ケアタウン小平応援フェスタでは、

活動報告と石巻や福島の物品販売をさせてい

ただいています。販売される生産者の方は、

こんなに温かい場所は無いといつも話されま

す。 

2012 年 3 月、白梅学園大学が地域の「お互

いに顔の見える地域づくり」を目指した、小

平西地区地域ネットワークが発足し、府中街

道から西を 4 ブロックに分けて活動を開始し

ました。元々白梅学園大学でも居場所づくり

を希望していたこと、私の所属する第 4 ブロ

ックでは世代間交流、コミュニティカフェな

どに関心のあるメンバーが多く、ケアタウン

小平の居場所としての活動も目の当たりにし

ており、2013 年 2 月地域の居場所「コミュニ

ティ・サロンほっとスペースさつき」を、  

鷹の台駅近くに開所しました。 

立上げの苦しい時に、ケアタウン小平内に

ある公益財団法人草の根事業育成財団から助

成金も頂きました。現在 4 年目に入り、3 月末

までに 315 回開所し延利用者は 3,830 名、老

若男女、障がい者、認知症の方など一日平均

12 名の方に利用していただいています。 

ケアタウン小平に関わり 6 年目に入りまし

た。ボランティアをしている以上の賜物をこ

ちらが頂いているという感謝の気持ちで一杯

です。本当にありがとうございます。 

 

 

 

 

 

知っている人に会わないようにと、小平市東部で地域活

動を始めたはずが、ここに顔を出す人の中には知り合いが

大勢。なんと、仲人を務めた元部下の方にまでケアタウン

小平で会ったことには、さぞ驚いたことでしょう！ 

縁はさらなる縁をむすび、ほっとスペースさつきの副代

表や、白梅学園大学の理事を務めるなど、今では地域に

なくてはならない細江さんです。 
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ケアタウン小平で食事を提供しているケア

タウン小平みゆき亭（以下、みゆき亭）です。

皆様に支えられ、前任者から引き継いでから

あっと言う間に 2 年が過ぎました。心から感

謝申し上げます。これからも近隣の皆様が地

域の中で自分らしく生活できるよう、食事の

サポートをさせていただきますのでよろしく

お願いいたします。 

今回はみゆき亭をもっと皆様に知っていた

だく為に、日頃の業務について記載させてい

ただきます。 

なぜ「みゆき亭」？と質問されることがよ

くありますが、この答えは簡単です。ケアタ

ウン小平の所在地が御幸町だからです。この

名前には、近隣の皆様のセントラルキッチン

となれるようにという願いを込めております。

日々精進してまいりますのでどうぞよろしく

お願いいたします。 

みゆき亭では、いつぷく荘にお住いの皆様

へ365日毎日3食、お食事を提供しています。

栄養士が、月に 1 度ご利用いただいている皆

様にヒアリングを行い、健康管理や禁食管理

はもちろんのこと、ご希望のメニューを伺っ

ています。こうして得られた情報から、季節

に合った食材で皆様のお口に合う献立を考え、

調理師が 1食 1食丹念に作り上げます。また、

昼食はケアタウン小平デイサービスセンター

をご利用される皆様や、ケアタウン小平の 

スタッフへの食事も提供しております。 

夕食は地域の皆様へ、7 品入ったお弁当をお

届けしています。1 食 1 食が手作りですので、

心のこもったお弁当となっております。夏季

は専用機材でチルド加工したお弁当をお届け

するので食中毒なども心配ありません。 

ご注文は曜日単位で受け付けております。

習い事で帰宅が遅くなる曜日だけご利用いた

だいているお客様や、家の都合で食事が作れ

ない曜日だけご利用いただいているお客様も

おられます。お弁当のお客様へもヒアリング

を行わせていただき、禁食のチェックやご希

望を伺い、その人に合ったお弁当を提供させ

ていただいております。ご検討いただけると

幸いです。 

このお弁当の宅配は、小平市の高齢者訪問

給食サービスを利用することが可能です。条

件に合致すれば、市役所から補助が出ますの

で安価にお食事を召し上がれます。このサー

ビスは、ひとり暮らしの高齢者、高齢者のみ

の世帯等に訪問給食サービスを提供すること

により、これらの高齢者の安否の確認をする

とともに低栄養状態になることを予防し、健

康を保持するためのものです。そのため、お

弁当は全て手渡しさせていただきます。市役

所の補助を受けるためには、ケアマネジャー

を通じて市役所へ申請する必要がございます

ので、ケアマネジャーへご相談下さい。 

ご利用の皆様とは、家庭菜園の野菜や草花

の話、ひいきにしているプロ野球チームの話、

ご近所の方々の裏話まで、毎日心温まる会話

をさせていただいております。先日は庭先の

紫陽花の花を頂きました。 

これからも近隣の皆様のセントラルキッチ

ンとなれるよう、安心と安全をおいしい食事

と共にお届けします。どうぞよろしくお願い

いたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 ケアタウン小平みゆき亭 

～地域のセントラルキッチンを目指して届けます ～            長谷
は せ

 公人
ま さ と

 
 

 
後列  大村、森川 

前列  長谷、筒井  
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今年の一月に欅と桜の枝を切りました。半

年で見事に葉が再び茂り樹木の生命力の強さ

に感心します。実はケアタウンを建設する時

にも枝を切っています。現在の駐車場の入り

口付近には、桜の木がもう一本ありましたが、

老木のため建設の時に伐採されました。 

 現在のケアタウン小平の場所はもともと某

銀行の研修のためのグランドでした。そのた

め万年塀で囲まれていました。ご近所の方が

「ここは何だったかしら」と時々首をかしげ

ますが、塀によって遮断されていたのです。 

 ここに建物を建てると話が具体的になった

とき、私たちは建物の性格を慎重に考えまし

た。地域の一員として入居する人々、地域を

支える NPO、在宅診療のためのクリニック、

訪問看護ステーション、在宅療養を支えるデ

イサービス。ここを拠点として活動する人々

のつながり。これらをなるべく自然な形で融

合したいと考えました。建物の設計、構造、

仕上げは専門家の意見を尊重するとして、私

たちがこだわったのは、「閉鎖されない」こと

です。 

 まず中庭の位置です。中庭についてはいろ

いろのアイディアがありました。第一は庭を

建物がぐるりと囲む案。第二はグランドを東

に置く案。第三は建物を L 字にして庭を囲む

案。庭といってイメージされたのは、こども

たちが遊べる場所です。こどもが自由に遊べ

る場所、また人々がゆっくり散歩を楽しめる

場所にしたかったので、第一案の奥まったと

ころにグランドを造ることは考えませんでし

た。また建物に囲まれた空間ではのびのびと

遊べないので第二案も却下されました。そし

て現在の位置に決まりました。こどもたちが

自由に遊べるところには、人が集まります。

楽しい声が響きます。 

 次に西側道路との境です。フェンスで囲む

のか、緑を残すのか。万年塀を取り除いてみ

ると立派な欅が周知されました。これもまた

地域のシンボルにしたいと考えました。西側

三本の欅の木は訪問看護ステーションの窓か

ら一本ずつその立派な幹を見ることができま

す。窓の設計は欅ありきでされたものです。

庭は建設が終わってから造園されましたが、

欅と桜はもともとここにあったもので地域の

シンボルとなりました。 

 ケアタウン小平は、NPO 法人コミュニティ

ケアリンク東京をはじめ地域に根差した活動

をする事業所が集まっています。いつぷく荘

の住人は中庭に集うこどもたちに元気をもら

います。またそのこどもたちの成長に何か影

響を与えていることでしょう。歳を重ねるこ

とや病を持つこと、ケアすること、されるこ

と、これらを目の当たりにした時 ともに同

じ時代を生きて生活しているのですから影響

されないことはないと思います。暁記念交流

基金はこれを支援しています。開かれた地域

で開かれた関係を築いていきたいと願ってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みゆき往還 ⑪                       株式会社 暁記念交流基金 

～ここは、人と活動を融合させる開かれた場所です～             長谷
は せ

 郁子
い く こ

 

～編集後記～ 

☆娘 4 才 7 ヶ月。幼児なりに、社会にもまれ始めた年中

さん。そのせいか家でも気難しい。すねるとﾃｰﾌﾞﾙの下が

指定席。すかさず初物の桃を見せてみる。つられて出て

きた娘。もう少しそのままでいてね。（企画・編集 N） 

☆『住み慣れたところで安心して生きること、死ぬこと

を考える』という地域での活動を読み、嬉しくなりまし

た。ケアタウン小平がさらに一歩前に、地域に出て行っ

ているからです。応援しています。（校正 O） 

 
長谷郁子 長谷公人 

ケヤキとサクラ

の木が、2015 年秋

に市の保存樹に

なりました。 



8 

 

 

～ 惜しまれつつ、世話人４名がバトンタッチ ～ ケアの木総会が開催   
   

2016年 6月 19日、８回目となる「ケアタウン小平遺族会ケアの木」総会が開かれました。 

会冒頭、創立時からの世話人８名の内４名の退任と、新世話人４名の就任が発表されました。 

準備会を経て、2008 年 10 月に小平の地に植えられた遺族ケアの苗は、現在 175 世帯が加入  

する“ケアの木”になりました。初夏の総会、秋の行楽「ケアタウン小平で語ろう会」、奇数月

に行う会員向け「ケアの木サロン」など、その活動は、遺族同士という新しいつながりをもとに

した地域作りに、確かな力を発揮しています。 

 遺族ケアの大切さを共有し、ケアの木を育ててくださった世話人の皆さん、 

本当にありがとうございました。新世話人の皆さん、これからよろしくお願いいたします。 

  

＜退任＞ 豆白洋司さん（世話人代表）、三吉史子さん、高橋操さん、高橋清賀子さん 

 ＜新任＞ 釜石裕光さん、岡田哲さん、桑名良子さん、黒羽富美恵さん 

  ＜新代表＞ 幸崎順子さん（副代表から代表へ） 
 

 

 

地域と一緒に 『住み慣れたところで安心して生きること、死ぬことを考える』  
   

  2015年秋、ケアタウン小平からほど近い自治会の住民の皆さんと、次のような内容の勉強会

を行いました。2016年初夏より別の自治会にて実施中です。（詳細 2 ページ参照） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ありがとう”ニュース 

 

１回目 

―グループワーク― 

「どんなことで困っているか、悩んでいるか、不安なこと、 

自分は今後どうしたいと考えているか」  

２回目 
―講義― 

「訪問診療、訪問看護について」  

３回目 
在宅での看取りの経験談を聞く 

講師：ケアタウン小平遺族会 ケアの木会員 

４回目 
―講義・グループワーク― 

終活について 亡くなるまでにしておいた方が良いこと 

 

大切な“ありがとう”

をお知らせする 

 

本企画は、自治会の方々や職員、ケアの木会員

の協力など、意欲的な有志の力が合わさって、  

初めて実現できる内容です。 

職員にとっても、病気療養中から始まる人や 

地域との関係づくりにとどまらず、元気に活動さ

れている地域の方たちの「今」の考えや思いを知

ることのできる貴重な時間となります。 

 

自治会集会所 

ありがとう！ 

ありがとう！ 

発行人 NPO 法人コミュニティケアリンク東京 

東京都小平市御幸町 131-5 ケアタウン小平 

☎042-321-5985 


