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東奔西走 ⑬ ～『在宅ホスピスという仕組み』（新潮選書）を書いたわけ～ 

認定 NPO 法人コミュニティケアリンク東京 理事長 

 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

 
 

 人生には必ず終わりが来ます。 

どうせ終わるなら、出来る限り、苦痛から

解放され、少しでも平穏な気持ちで、その時

を迎えたいのではないでしょうか。もし、そ

う考えるのであれば、可能な限り、情報を集

め、自らのためにも、大切な人のためにも、

そのための事前の準備をしておくことは重要

なことだと思います。 

ケアタウン小平チームが、「住み慣れた街で、

最期まで生きて逝く」ことを望む方々へホス

ピスケアを届けようと小平市で活動を開始し

て、今年で 14 年目に入ります。すでに 900 名

近い方々の、その様な願いに応えることが出

来ました。 

医療・介護が一体になって、地域の中でホ

スピスケアに取り組むケアタウン小平チーム

の活動は、現在国を挙げて取り組みが始まっ

ている地域包括ケアシステム構想の10年早い

モデルとも言えるのです。 

その 14 年間の取り組みを、私の目を通して

まとめたものが『「在宅ホスピス」という仕組

み』 になります。これは、必ず来るその日に

備えるために、何が問題で、その問題とどう

向き合えば良いのかについて、皆さんや、皆

さんのご家族と、そして、そうなった場合に

関係することになる医療・介護・福祉の専門

家の皆さんとが共有できる情報を、可能な限

り記載し、まとめたものです。 

いわば、最期まで自分らしく生きるための

参考書と言ってもいいかもしれません。 

なぜ、今、このような書物が必要なのか。

それは、わが国が近未来に直面するはずの 

多死社会という厳しい現実と少しでもより良

い形で向き合う準備を、今から始めた方が良

いと考えたからなのです。 

そして、皆さんが可能であれば最期まで在宅

で、少しでも苦痛から解放され、平穏に過ご

したいと望まれるのであれば、それは「在宅

ホスピス」という形で、実現可能であること

も詳述しました。ご一読いただければ幸いで

す。 

ケアタウン小平チームは、

今後とも、地域の皆様と共

に「在宅ホスピスケア」に

取り組み続けたいと願って

います。 

ご協力のほど、よろしく

お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケケアアタタウウンン小小平平  

だだよよりり  ～～第第 11３３号号～～  
 

佐々  相河  石巻 

           山崎    柴垣 
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訪問看護日誌 ⑬                    ケアタウン小平訪問看護ステーション 

～出会いを通して、人生の物語に入らせてもらいます～      看護師  奥村 春奈
は る な

 
 

私が訪問の仕事に惹かれたのは、それまで

出会った訪問看護の経験者が皆「訪問看護は

楽しい」とイキイキと語っていたからでした。

それでも、自分が実際訪問の現場で働いてみ

てもそう思えるか、務まるのか不安も多々あ

りました。病院勤務の経験しかなかった私は、

ケアタウン小平に来て初めて訪問看護に携わ

ることになりました。病院という限られた生

活空間しか見ていなかった自分は、生活の場

が個々によって様々であることを改めて感じ

ました。 

 

ご自宅に伺わせていただくと、家はその人

が暮らしてきた歴史や家族との思い出がたく

さん詰まった所ということが分かります。 

住み慣れた家にいるだけで安心でき、ほっと

して眠れる人や、食べる意欲が湧く人が多く

います。「入院中は出来ることが限られていた

けど、家ではやることがいっぱいあって忙し

い」と言う方も少なくありません。家で見せ

る自然な表情、家族との絆、家にはその人の

物語があります。 

在宅療養では家族の存在がとても大きく、

多くの時間を共に過ごしてきた家族が傍にい

てくれることは、本人にとって大きな支えに

なることを実感しています。中には家で最期

を迎える方々もいらっしゃいます。共に過ご

す時間の中で、自然と感謝の言葉を交わし、

お互いの思いを確認される方もいました。 

こちらから見ると、家族が疲れきって心配に

なるような時があったとしても、やりきった

家族からは「この一週間が一番幸せな時間で

した」と言われたこともありました。 

遺族になってからも様々な思い出が語られ

る時、その人や家族を深く知る機会になり、

繋がりは続いていくことになります。 

そのような様々な出会いから、自分にはな

い価値観や人生観、家族がもつ力の大きさを

日々学ばせていただいています。 

 

 

その人が自由に自分の物語を生きることが

できる場。家はそういう良さはありますが、

病状によっては、それ以外の場が安心感に繋

がる場合もあります。御家族がいなくても近

隣の人がサポートしてくれることもありまし

た。病院だから安心という人もいます。家が

一番という人ばかりではないことも、実際に

在宅の現場を知って気付かされたことでした。 

不安ながらも飛び込んだ訪問看護でした。 

4 年目を迎えた今、出会った方々の人生の物語

にほんの少しでも入れていただくということ、

その人と人間的な関りが持てる仕事であると

いうことに、楽しさを感じている自分がいま

す。 

まだまだ自信の無いこともありますが、 

そんな楽しみを共に味わえる仲間の存在や、

ケアタウン小平のチームとして働けることが、

今の自分のやりがいに繋がっています。 

今後もひとつ、ひとつの出会いを大切にし、

迎えて下さる方々と共に歩む看護を目指して

いきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後列   小西 酒井 中川  林 岩本 近藤 

前列    木野  蛭田   奥村  青木 

現在、看護師９名、リハビリスタッフ３名で訪問しています。今年の酷暑も首に保冷剤を巻いて、訪問はほぼ 

自転車で乗り切りました。今後も皆さんに安心をお届けしたいと思います。     （管理者 蛭田みどり） 
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試行錯誤 ⑤                     ケアタウン小平ケアマネジメントセンター 

～忘れることのできないチーム参加のきっかけ～       管理者・ケアマネージャー 清水 利
とし

朗
ろう

 

 

ケアタウン小平だよりへの寄稿も連続 5 回

目となりました。今回はちょっと切り口を変

えた話をしようと思います。これからの話は

私の記憶に基づいたものとご承知ください。 

 

ケアマネジメントセンターはケアタウン小

平の誕生から遅れること 8 年、平成 25 年 11

月から活動を開始し今日に至っています。 

ケアタウン小平誕生当時、ケアマネージャー

との連携は、ケアタウン小平の中にある別法

人のケアマネジメント事業所（以下ケアマネ

事業所）などと連携していたそうです。   

その後、その事業所さんが転居したことを契

機に、自分たちのケアマネ事業所の設立を 

決めたそうです。重篤な病気を抱えながらも、

「病院やホスピスではなく自宅に最期まで居

たい」と望む本人や、その家族の希望をより

緻密にサポートしてゆくためにです。 

 

その頃、私は、花小金井駅そばにあるケア

マネ事業所で働いていました。忘れもしない

平成 25年 5月 8日 水曜日の夕方のことです。

突然一本の電話が鳴りました。「ケアタウン小

平訪問看護の蛭田です。理事長から話がある

ので、今日、ケアタウン小平に 17 時 30 分に

来ていただけますか」という電話でした。正

直、有無を言わさない雰囲気であり、ケアタ

ウン小平チームとはときどき連携してサポー

トを行っていたので、「クレームの呼び出し

だ！」、「なにをしでかしたのだろうか？」、 

「どうしよう‼」と考え、激しく動揺しました。

そして大きな不安を抱え指定の場所・時間に

赴きました。到着すると応接室のようなとこ

ろに通されました。 

「なにが悪かったのだろう」と頭の中は「？」

でいっぱいでした。今思えば 10～15 分でした

が、とても長い待ち時間でした。 

 

 

 

 

そして、山崎理事長が静かにひとりで現れ、

穏やかな口調で話し始めました。話の内容は

ケアタウン小平の理念、設立の経緯などでし

た。私は「何だ？これ？」と驚き、クレーム

でないことを理解したとたん、緊張の糸が切

れ、強い疲労感に陥ってしまいました。呆然

としている私をよそに、山崎理事長は「ケア

タウン小平チームのメンバーにならないか？」

とケアマネ事業所立ち上げのことを話し始め

ていました。 

そんなこんながありまして、平成 25 年 10

月 1 日 火曜日に、私はケアタウン小平チーム

のメンバーになりました。今年 11 月からは、

おかげさまで事業所開設 6 年目を迎えます。 

 

今春の介護保険制度改正では、ターミナル

期のケアマネジメントに対する、制度的評価

がなされるようになりました。限られた時間

を生きる利用者と家族を支えるため、「素早い

対応」とケアマネジメントの基本である「職

種間の情報共有」を大切に、今後も「ケアチ

ームの縁の下の力持ち」としてベストを尽く

してゆきます。 

皆さま、引き続きケアタウン小平チームへ

温かい応援とご支援をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
野村   清水    田中   水野谷 

Ｑ. 車は小回りが利かないとの理由で、移動はすべて自転車の清水さん、どのくらいの距離を一日走行されますか？ 

Ａ．大体１０数キロです。多いときは２０キロくらい走ります。利用者宅への移動以外に、毎月ケアに関わる事業所ごとに届

ける書類があるのですが、事務所へ直接行って、情報交換するということが、私には業務上重要なのです。 
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私がケアタウン小平を初めて知ったのは、

四年前の秋のこと、亡き父が癌治療を受けて

いた総合病院の担当医師と看護師さんからで

した。 

担当の医師から、「もう、ここでの治療はあ

りませんから在宅での治療・看護・介護を考

えましょう」と言われました。 

私は、「なんて事だ！？ 家で末期癌の父親

をどうやって看るのか！？」、不安で手が震え

ました。 

 

そこで紹介されたのがケアタウン小平クリ

ニックの山崎章郎先生でした。私たち家族に、

本当に分かり易い言葉で、優しく話してくれ

るお医者さんに、私ははじめて会いました。 

どれだけ多くの人に愛を与えていらしたのか。

黒いポロシャツもバッチグーでした。 

ケアマネジャーの清水さんは何度も作成書

類を自宅や市役所に届けてくれました、それ

も自転車で、ありがとうございました。訪問

看護ステーションの蛭田さんをはじめとする

看護師の方々は、本当に angel（エンジェル）

でした。父があんなに素直に話をしているの

を聞いたのも初めてでした。 

この時点ではデイサービスセンター所長の

錦織さんは知りませんでした。後に奇跡の巡

り会いではない、それが待っていました。 

お正月はもう無いと言われた父でしたが、

桜の花も見せることが叶いました。私たち家

族がその半年間どれ程の貴重な時間を過ごせ

たかは言うまでもありません。 

在宅での看取り、正直言ってさほど大変で

はなかった気がします。ケアタウン小平のス

タッフの皆さんから大きな力をいただいたか

らです。 

 

本題に戻ります。少し大げさですが、こう

なりますと必然的に「自分が出来る何かでお

役に立つ事」が、これまでの人生を、自分の

為にだけ生きてきた私に与えられた最後の 

使命に思いました。 

父の死後 3 年半経った 60 歳の時、その「あ

るべくして起きた」出会いがありました。 

面接の日、デイサービスセンターの引き戸

を開けるとそこには満面の笑みで迎えてくれ

る、まるで古くからの知人のような錦織所長

と沼尻主任がいました。 

その日から、私にとって新鮮で心が洗われ

る毎日が続いています。また、送迎車で利用

者さんと交わす挨拶にやりがいを感じていま

す。 

4 月からは介護の学校に通っています。7 月

中旬には初任者研修を終え、はれて介護職で

す。 

歳なりに一生懸命頑張ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一笑懸命⑬                   ケアタウン小平デイサービスセンター 

～６０歳、はじめて気がつくあれやこれや～        介護士  中川 誠
せい

太
た

 

 

 
注文家具屋の二代目です。家具以外にも、新幹線品川駅の

券売機周囲等の木工造作は、私が製作施工したものです。 

左から 林、中川、錦織、沼尻、黄、濱野、篠塚、松本 

活躍の場は変わっても、その方の持つ素敵な魅力は輝くもの 

です。中川さんを迎え、さらに人間力を増したケアタウン小平

デイサービスセンターとして、頑張りたいと思います。      

（管理者 錦織 薫） 
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私のボランティア活動は、木曜日の午前中、

8 時 30 分にスタートします。8 時に私と 3 人

の仲間がボランティア室に集まり、何となく

のミニミニ・ミーティングをしています。話

題は尽きず、一週間の出来事や、自分の思い

を語りあい、あっという間に 8 時 30 分になり

ます。「では、そろそろ行こうか」と言って出

動します。 

こうして始まる私のボランティア活動は、

丸 13 年の時が過ぎようとしています。 

 

きっかけは、ふと目にしたタウン紙のボラ

ンティア募集の記事でした。以前から山崎先

生の著書に感銘を受けていた私は、何も経験

の無い自分に何が出来るのかと不安を覚えな

がらも、講座に応募してみたのです。 

 講座は、2005 年 8 月 10 日、11 日の 2 日間

でした。その内容は驚きの連続でした。あの

当時のノートを今懐かしくひも解いてみると、

山崎先生の「スピリチュアルペイン」とか「傾

聴」など、難しい内容が山積みで、必死にノ

ートに書いていたのを思い出します。 

 当初、定期的なボランティアミーティング

にも力を入れてくださり、各曜日の枠を越え

て交流ができ、とても参考になりました。印

象深い一例は、車椅子の体験でした。講義の

あと、庭に出て実際に自分が乗ったり、押し

てみたりをすることが出来ました。何とも思

うようにならなかったことを思い出します。 

開設当初のデイサービスは利用者 1 名から

のスタートでした。スタッフ・ボランティア

にとって、のどかな日々だったのを思い出し

ます。 

 時は流れて、ある時から送迎の添乗のお手

伝いをするようになり、スタッフが携帯電話

で利用者宅に、到着時刻を連絡する光景を目

にしました。道路端に停車して電話すると時

間のロスにもなるし、何とかならないかなと

思ったこともありました。今では、電話連絡

はボランティアが担当しています。最初はと

ても緊張しましたが、気をつけながら、利用

者の家族と二言、三言交わす会話を大切にし、

車中での安全確認と利用者との束の間の交流

を、楽しめるようになりました。 

 当初は、一週間の内たった 4 時間で一体何

ができているのかと、中途半端な気持ちの時

もありました。しかし、時を経る毎に、私た

ちが細かい雑用（お茶出し、食器洗い、配膳

等）をすることで、スタッフの利用者に対応

する時間が少しでも増えれば良いのだ、との

思いがより強くなりました。 

 

 最後に、私にとってケアタウン小平での 

ボランティアの存在は、自分のことを冷静に

考えるための貴重な場です。これからの高齢

社会の中で、自分の未来が見えない中で、  

どう生きたらよいのかを教示してくれる場所

になっています。健康に気をつけて、少しで

も長くボランティアを続けられるようにと願

っています。 

皆さんも、よろしかったらボランティア活

動に参加してみませんか。 

～13 年の時は流れて  ボランティア活動をふりかえる～ 

                           ボランティア 海老根 貞子 

Q．ボランティアの参加方法は？ 

A. 毎年2月に行う半日講座を受講します。原則、週１

回、曜日と時間を固定しての活動です。 

理由は、活動を生活の一部として位置づけてもらうた

め、また、関わる対象者に対して安定した環境や関係

性を届けるためです。 

詳しくは、当 NPO または、小平市社協ボランティアセン

ターのホームページをご覧ください。 植田  海老根   田中   岡 

４人で朝のミニミニ・ミーティング 
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「みゆき亭」の業務はケアタウン小平内の

食事の提供と宅配食の提供です。 

共に働いてる栄養士、調理師、パートさん

は素晴らしく、特にパートさんはベテランの

主婦の方なので力強いです。スチームコンベ

クションと冷却装置があり、食中毒対策にお

いてもスタッフともども細心の注意をはらっ

て日々仕事に励んでいます。 

 

この仕事で避けられない寂しい事がお別れ

です。最後の食事を提供した事もありました。

毎日玄関先でお弁当を楽しみに待っていて下

さった大の野球好きのお客様とは、「今度入院

するけど退院したら一緒に神宮行こうね」と

言って笑顔でご挨拶しましたが、それ切りに

なってしまいました。笑顔でお食事を楽しみ

にしていたお客様が急に亡くなられたと、介

護サービスのスタッフから教えてもらったこ

ともあります。そんな辛い体験もありますが、

だからこそ、これからも安心安全でより一層

喜ばれる食事を提供していきたいと思います。

地域に密着した在宅緩和ケアの拠点としての

ケアタウン小平の存在価値は極めて高く、そ

の一助になれればと思います。 

 

ここ最近、近辺の地域包括支援センター 

からの要請による宅配食の数が増えてきまし

た。宅配食でも食事制限に対応を行っている

ことが選ばれる要因と考えています。経験豊

富な栄養士をはじめ、全スタッフの結束の成

果だと思います。宅配食は、小平市の高齢者

訪問給食サービス業務も毎年受託契約をし、

月曜から金曜まで見守りサービスを兼ねて食

事を届けています。これからも体調の変化に

よる食事形態の変更等にも迅速かつ丁寧に対

応し、少しでも皆様のお役に立つように頑張

りたいです。 

 

 

 

 

私自身は、この 7 月でケアタウン小平に来

て丸 5 年が経ちました。ここに来るまでに治

療食の宅配サービスの会社や病院などで仕事

をしてきましたが設備の充実に驚きました。

充実した設備と今までの経験を生かしての食

事を提供し、より一層のメニューの充実を目

指しております。 

 

一昨年身体を壊して１か月程入院しました。

あと一日遅かったらこの世にいなかったかも、

ということでした。だからではないですが、

これからは仕事の質、食の向上に一層取り組

んでまいりたいと思います。 

御存知の方もいらっしゃいますが、実はピ

アノを習っていまして、上手になったらその

うち皆さんに聞いて貰いたいと練習に励んで

います。もちろん本業も日々いろんなところ

に行って勉強してます（食べ歩きです）。  

皆さんに食べ飽きたと言われないように努

力して参りたいと思います。今後ともよろし

くお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～「食事制限に対応」が評価されています～     株式会社 みゆき亭 

店長・調理師 筒井 高徳 

 

 

宅配食については、 ☎ 042-320-4116 

みゆき亭までお問合せください。 
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今さらですが、「いつぷく荘」はケアタウン

小平の２階、３階の居住スペースのことです。

ケアタウン小平を開設する際に、２階、３階の

居住スペースを何と呼ぶか、話題になりました。

全部で２１部屋、一部屋がお二人使用なので全

員で２２人です。どのような方々がこれからこ

こで生活されるのかまだわかりませんでした

が、２２人がそれぞれの人生を送ってこられて、

ここを選び、ちょっと「一服」してもらう意味

を込めて「いっぷく荘」はどうだろうか、とな

りました。 

人生１００年といわれる現在ですが、少しだ

け誰かの助けがあれば一人暮らしを続けられ

る、「いっぷく」する時間を持つことができる

のではないか。このことは高齢者に限らず、す

べての年代の人にも言えることかもしれない、

そのような住まい方ができる住居にしたいと。 

これはまさにケアタウン小平に住居を計画

した時の思いです。それにしても「いっぷく荘」

か……。もうちょっとおしゃれなネーミングは

ないのかしら、と思いましたが、願いはもう一

つありました。ここで「福」を見つけてほしい、

ということです。この二つの思いと願いを合わ

せた名前にしたい。ちょっと言いにくいかもし

れませんが『いつぷく荘』。あえて「つ」は小

さく書かず『いつぷく』にしました。一服と一

福の意味です。一福という言葉は私たちが作っ

た造語です。「福」の持つ「しあわせ」「さいわ

い」の意味を込めました。 

  

一部屋の大きさは、ミニキッチン、シャワー

室、トイレ、洗面を備えて 28 平方メートル。

だいたい 1６畳の広さです。この一部屋を終の

棲家としてお暮しになられた方、また、まさに 

一服されて次の住まいに移られた方は、この  

13 年で 100 人強です。 

同じ間取りの一部屋ですが、その住まい方はそ

れぞれです。使い込んだ家具やご自分の住まい

方に合わせた家具が並ぶと、これが同じ部屋か

と思うほどに様子が変わります。これは持って

きました、と家族のために繕い物をした裁縫箱、

足ふみミシン。完成させたいからと編みかけの

レースのテーブルクロス、描きかけのキャンバ

ス、そして、ずっと愛用してきたティーカップ

等々。この生活を大切にしたい、という思いが

伝わってきます。 

おひとり、おひとりが大切にしてきた生活を

支えたい、という思いを NPO 法人コミュニ 

ティケアリンク東京が担ってくれています。 

「いつぷく荘」で NPO のボランティアさんは、

主に昼食の時間を中心に活動しています。ボラ

ンティアさんとの会話を楽しみ、また趣味活動

の幅を広げて一服を楽しむ方もいます。みゆき

亭の食事サービス、NPO 法人のケアマネージ

ャー、訪問看護、デイサービス、ケアタウン小

平クリニックの訪問、また地域のデイサービス

やサークル活動をご利用することは、それぞれ

の生活に合わせて安心を得ることになります。

これは一福です。もちろんその方にあったサー

ビスをケアタウン小平の外の事業所から受け

ることもできます。 

これからもそれぞれの生活に合わせた住ま

い方、暮らし方ができる『いつぷく荘』にした

いと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みゆき往還⑬                      株式会社 暁記念交流基金 

～『いつぷく荘』の名前に込めた、もうひとつの願い～           長谷
は せ

 郁子
い く こ

 

～編集後記～ 

★娘 6才小学１年生。 先日「いっしょに遊ぶのはあと３年ね～」

との宣言が！ お願い、せめてあと５年…。（企画・編集 N） 

★校正をさせていただいていて、いつも思うのですが、多彩な

方々のかかわりが手に取るようにわかる原稿ばかりで「ケアタウ

ン小平」の充実を感じます。（校正 O） 

 

いつぷく荘の食堂は、ラテン語で「食堂」を意味する

「タヴェルナ」という変わった名前です。 



 

 

 

 

                                          
ケアタウン小平クリニックで相談員として

チームに加わり２年半になります。知識や経験

不足による不慣れな案内で、相談者にご不便を

おかけしながらも、何とか続けてくることがで

きました。 

その間に、私ごとになりますが、相次いで実

家の家族を見送ることになりました。遠距離と

いう大変さもさることながら、一番重く感じた

のは、家族の老いや病気の進行に伴う様々な厳

しい決断を私がしなければいけなかったこと

です。本人達の意志を尊重するように長い闘病

生活をサポートしてきたものの、本当に大事な

局面では、残念ながら本人達には判断する力が

残されていませんでした。一人の人生の行く末

を、いくら家族だからといって私が決めて良い

のだろうかと迷いました。その時々での最善を

選択してきたつもりでも、本当にそれで良かっ

たのかは今でもわかりません。家族の介護に関

わるようになって初めて、保険制度や介護サー

ビス、医療の選択肢などを知った私は、それま

でがあまりにも無関心すぎたと痛感した次第

です。本来ならばもっと元気なうちに、家族内

で、各々が「もしも」の時には、どうしたいと

考えているのかを話す機会を持っておくべき

だったと思っています。 

 

クリニックに相談の電話を下さる方も、自分

や家族に起こってしまった重篤な病状や  

老いに戸惑い、深く心を痛めておられます。

加えて、金銭面、介護、家族の生活や仕事、  

病人を支えていく体力やストレスなど、病気 

以外にも心配の種はつきません。そのため、 

一番重要な本人や家族が「これからどうしたい

と思っているのか」を考えるのが後回しになっ

ていることがあります。また、十分な説明や理

解を経ずに提示される医療方針、あるいは転院

先の病院や在宅医療従事者と信頼関係が結べ

ないことなどによるトラブルにより、更なるス

トレスを抱えてしまい、途方に暮れながら相談

してくる方も少なくないのです。 

 

いざという時に慌てないためにも、大きな 

自然災害の備えをするように、そして自分の 

人生計画の一部として、例えば「歩けなくなっ

た」「食べられなくなった」時にどのような選

択肢があるのかについて自ら学び、周囲に意思

表示をしておくことは必要なことだと私は考

えます。残された者達が困らないように、そし

て何よりも最期まで自分の人生を自ら選択す

るためにです。 

 幸いなことに、介護や医療機関に関する案内

や資料は以前よりも入手しやすくなりました。

また、地域包括支援センターという相談機関も

自治体ごとに整備されています。ケアタウン小

平も、地域の情報収集の場の一つとしてご利用

いただけると幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行 認定 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 

☎042-321-5985 

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、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、各種活動のお知らせをさ

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 

認定 NPO 法人への、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 

適用されます。 
（認定有効期間：H30.7.27～H35.7.26） 

 

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ﾞを確認ください。 

～人生を、自ら選択するために意思表示をしませんか～    ケアタウン小平クリニック 

                              相談員 佐々 和 

むつみ 


