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昨年 8 月末、急性虫垂炎に伴う腹膜炎で緊

急入院を余儀なくされた私は、やむなく、ケア

タウン小平クリニックの医療活動を縮小いた

しました。しかし、そのことは、既にコロナ禍

で不安定な運営を余儀なくされていた、ケア

タウン小平チームの中核である認定 NPO 法

人コミュニティケアリンク東京の運営にも危

機的な状況をもたらしかねませんでした。  

その窮状を「東奔西走 16」でご報告し、多く

の皆様にご支援のお願いをさせていただきま

した。 

結果として、総額 2,000 万円を超えるご寄

付を賜り、令和 3 年度の同法人の最終決算（令

和 4 年 6 月）は、何とか黒字にて迎えること

ができました。ご支援頂きました皆様には心

より感謝いたします。 

 

それにしましても、私にとってこの 1 年間

は波乱万丈でした。患者さんやご家族の皆様、

関係医療・介護事業所の皆様、そしてケアタウ

ン小平チームにも多大な迷惑をかけてしまい

ました。 

先述しました昨年 8 月末の入院、10 月の虫

垂切除術のための再入院と、2 回にわたる入院

を経た私は階段の上り下りにも息が上がるほ

どの体力低下に直面することになりました。

11 月初めに 74 歳の誕生日を迎えた日、私は

24 時間対応するクリニックの運営継続の限界

を感じ、ケアタウン小平チームが掲げる理念

「住み慣れた街で、最期まで生きて逝くこと

を支援する」を引き継いでくれる後継医療機

関を探す決心をいたしました。 

 

幸い、志を同じくする医療法人社団悠翔会

（佐々木淳理事長）への継承が実現し、  

2022 年 6 月 1 日より、新たなケアタウン小平

クリニックの院長として、本ケアタウン小平

だよりでもご挨拶いただいております安池純

士先生をお迎えすることになりました。   

私は、非常勤の名誉院長として、週に１回訪

問診療に携わることになりました。ケアタウ

ン小平訪問看護ステーション、同デイサービ

スセンター、同ケアマネジメントセンターは、

従来のままの活動を継続していますが、クリ

ニックの新しい体制に慣れるまで、しばらく

は苦労を掛けてしまうかもしれません。 

それでも志を同じくするチームです。株式

会社暁記念交流基金の代表である長谷公人さ

ん、配食サービス会社「みゆき亭」のスタッフ

の皆様、ケアタウン小平遺族会ケアの木の皆

様、ボランティアの皆様、また私どもの活動を

支援してくださる多くの皆様と共に、地域 
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に貢献できるチームとして、今後もその目的

を果たしていけると確信しています。 

私は、先述しました新しいケアタウン小平

クリニックの名誉院長として、また従来の 

まま認定 NPO 法人コミュニティケアリンク

東京の理事長としてチームの活動を続けます。 

 

さらに若干のご報告があります。私は、2019

年 5 月から肺に転移のあるステージ 4 の大腸

がん患者でもありますが、がんは増大せずに、

現時点で私の体調は良好です。 

また、本年 6 月に出版いたしました拙著 

『ステージ 4 の緩和ケア医が実践するがんを  

悪化させない試み』（新潮選書） に詳述してい

ますが、私の闘病経過を通して辿り着いた、標

準治療としての抗がん剤治療は選択したくな

いステージ 4 の大腸がん患者さんを対象にし

た、「がん共存療法」のエビデンス（根拠）を

確認するための臨床試験が、近隣の病院で準

備中です。臨床試験への参加には様々な条件

があり、どなたでも参加できるわけではあり

ませんが準備が整い次第公表される予定です。 

「がん共存療法」は、効果があったとしても、

標準治療同様に治癒を前提にできる治療では

なく、まさに少しでも長く「がんと共存」出来

ることを目指した延命治療ですが、このこと

もまたケアタウン小平チームが目指す「住み

慣れた街で最期まで生きて逝くを支援する」

目的と一致すると考えています。 

 

 さて、これからも様々な困難に直面するか

もしれませんが、私は、命ある限り、ケアタウ

ン小平チームと共に歩みたいと願っています。

皆様にも、この時代を共に生きる同志として、

引き続き、当 NPO 法人へのご支援をお願い 

出来れば有難いです。よろしくお願いいたし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近隣の小学校に通う N さんが、  

山崎医師やホスピスケア、ケアタウン小平のことを

テーマにして調べ、先日その成果を届けてくれまし

た。ありがとう！（詳細 P11） 

Q．山崎先生、ご利用者さんとの診療でのやりとりで、これまでと現在で何か変化はありますか？ 

A．診療が終わって、「お大事に」とお伝えすると、「先生もお大事にね」と言われるようになりました。 

 先日、「お大事に」と伝えた時、「先生、私より先に逝かないでね」と言われ、「（状況から見て）大丈

夫ですよ。たぶん〇〇さんの方が先になると思いますから、安心して任せてください」とお伝えし、 

お互い笑顔で、安心していただきました。 

ねほり・はほり・ふかぼり １ 

診療でのやりとりの変化 

医師と利用者、お互いを気遣いながらの診療

かぁ。エピソードにちょっとビックリしたけ

ど当事者同士だからこそのやりとりだね。 

さ ぁ 出 発 ！  今 日 も 利 用 者 

さんが待っている！ 
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みなさま、はじめまして。医療法人社団悠翔

会の安池純士と申します。この度 2022 年 6 月

に、これまで山崎章郎先生が運営されてきた

ケアタウン小平クリニックを、医療法人社団

悠翔会で事業承継し、運営を引き継がせてい

ただくことになりました。法人スタッフは、私

と春山事務長を中心に多数のサポートスタッ

フが、本年 4 月よりケアタウンに出入りさせ

ていただき、事業承継に向けて準備をしてま

いりました。ありがたいことに既存スタッフ

は事業承継後も悠翔会メンバーとして残って

くださり、大変感謝しています。 

4 月、5 月は、地域の基幹病院や各事業所へ

の挨拶回りを行ってまいりましたが、どちら

に伺いましても「ケアタウン小平クリニック」

への大きな期待を感じ、日本の緩和ケアの発

展に多大な功績を残され、また 地域でも絶

大な信頼のある山崎章郎先生の偉大さを日々

実感することができました。 

 

さて、「悠翔会とはなんだろう」とお感じに

なる方々もおられると思いますので、今回は

当法人についてご紹介させていただきます。

医療法人社団悠翔会は、2006 年に東京都内で

訪問診療を専門に行うクリニックとして開業

しました。以後皆様のご支援をいただき規模

を拡大し、首都圏を中心に、愛知、鹿児島、沖

縄と拠点を増やし、国内 17 カ所(2022 年 4 月

時点)でクリニックを運営しています。地域に

暮らすすべての人々が「安心できる生活」と

「納得できる人生」を送ることができるよう

に支援できることが法人の目指すところです。 

そのために我々にできることは「持続可能

な医療」の提供です。当法人の特徴の一つとし

て、「交代制による 24 時間体制」が挙げられ

ます。各クリニックの常勤医師は日中の診療

に集中し、夜間や休日は専門のチームにお任

せするという方式をとっています。この点が

これまでのケアタウン小平クリニックとの大

きな違いであり、皆さまがとまどい、不安に思

う点かと思います。様々なご意見はあること

は承知していますが、24 時間 365 日の体制を

一人または少数の医師が交代制で担い続ける

ことは、長期的に限界があると我々は考えて

います。 

これまで山崎章郎先生をはじめスタッフの

方々が築き上げてきたケアタウン小平クリニ

ックの名声を棄損することなく、悠翔会が運

営させていただくケアタウン小平クリニック

は、長期に持続できる体制を構築し、良質で安

定した医療を提供できるようにいたします。 

引き続きよろしくお願いいたします。 

 

 

 

～ はじめまして ① ～           医療法人社団 悠翔会 ケアタウン小平クリニック 

院長 安池
やすいけ

 純士
じゅんじ

 

診療担当      山崎 Dr.  安池 Dr.  石巻 Dr.   滝島 Ns 

事務担当   春山                         岡田       佐々 

訪問診療を行うエリアは、   

小平市と小金井市の全域、   

国分寺市、東久留米市、西東京

市の一部です。 

※詳細はお問い合わせください。 

TEL 042-321-7575 
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皆さん、作業療法士という職種をご存知で

すか？ 

リハビリにあたる職種には、理学療法士、作

業療法士、言語聴覚士の資格があります。私が

専門とする作業療法士の特徴は、手を使った

食事などの動作、高次脳機能障害（脳の障害）

や認知症、精神的な疾患の方への関わりが挙

げられます。 

皆さんは、「作業」という言葉に、裁縫や折

り紙などの細かい手仕事をイメージするので

はないでしょうか。作業療法士の考える「作業」

は生活全体のこと、食事や入浴などの日常生

活動作、起き上がりや歩行などの動作、家事、

仕事、学校、地域活動、趣味活動、余暇活動、

休息などの意味が含まれており、睡眠も重要

な作業と考えています。例えば、指先を少しケ

ガしてしまうだけでも、家事をするのに不便

さを感じませんか？ 気分が落ち込んでしま

ったときや疲れてしまったときは身の回りの

ことが疎かになりませんか？ リハビリは運

動をするというイメージが強いと思いますが、

私は、大きなケガや病気をした後だけでなく、

生活する中で不便さや困ったことがあれば作

業療法が必要だと考えています。 

そして、ケアタウン小平チームは「生活の困

難さに対して支援する」ということを、職種に

関係なく重要と考え、自身の役割を明確にし

た上で働いています。ご本人・ご家族がどのよ

うに生活したいか、どのような思いがあるか

を念頭に置き、医療・看護・介護それぞれの立

場で時間をかけて何度も話し合いを重ね、よ

り良い方法をみんなで考えています。利用者

さんによって毎回リハビリでの関わり方や役

割が異なるため私自身、日々学ぶことが多く

あります。 

 

状況に応じて必要なリハビリは変っていき

ます。退院した後などで運動を頑張ることが

大事なときもあります。今の生活を維持する

とき、思うように体を動かすことが難しくな

ってしまったときには頑張ってしまうことで

かえって疲れてしまい、生活に支障が出るこ

ともあるため、無理をしないことも大切です。

いずれの状況であってもご本人やご家族が心

や体の力を抜くことができることが重要だと、

考えています。心と体の状態をみながら、生活

環境やどのように過ごしたいかといった希望

に合わせて、より良い援助ができるようにと

日々模索しています。体をほぐしたり、手足の

運動をしたり、一緒に歩いたり、買い物に行っ

たり、お手玉や巾着を作ったりと、訪問リハビ

リでの関わりは、その方に合わせて様々です。

ご本人がやりたいと思う活動を支援できたら

と考えています。 

 

作業療法士として少しでもお手伝いができ

るよう、日々成長していきたいと思います。こ

れからもよろしくお願いします。

訪問看護日誌 17                  ケアタウン小平訪問看護ステーション 

 ～生活の中の不便さ、困ったを支える作業療法～         作業療法士 水野谷
み ず の や

 聡
さと

美
み

 

 

理学療法士は起き上がりや歩行動作な

ど、作業療法士は手を使った食事などの

動作、高次脳機能障害（脳の障害）や  

認知症、精神的な疾患の方への関わり、

言語聴覚士は言葉や食事の飲み込みなど

を主に専門としています。 

ねほり・はほり・ふかぼり 2 

理学療法・作業療法・言語聴覚士の違い 

蛭田  

青木  

中川  

野村  小島 

小西  

水野谷  

近藤 
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2020 年 4 月、私は、とある知人に尋ねまし

た。 

「デイサービスで働きたいんですけど、どこ

かご存知ないですか？」 

「あるわよ。私が食堂ボランティアで行って

るんだけど“ケアタウン小平”ていうところ。 

所長もとってもいい人だし、募集してるか聞

いてみたら？」 

ケアタウン小平（以降ケアタウン）のホーム

ページをチェックしてすぐ、清水の舞台から

飛び降りる気持ちで電話をしました。すると

積極的に募集している感じではないものの、 

一度来てみてくださいとの返答。暫くして、噂

の所長・錦織さんとご対面！ マスク越しだっ

たため目の表情を探りながらの面接でしたが、

聞いていたとおりのいい人で私の心は掴まれ

ました。続いてデイサービスの部屋へ通され

たのですが、そこで私のハートは完全にロッ

クオン‼ 長～い手と脚、尾を優雅に動かしな

がら歩くネコがいるではありませんか。『もし

や、ここは天国ですか!? ネコがいる職場だな

んてホームページには書いてなかったけど～

（心の声）』。無類のネコ好きにとっては実に

嬉しいサプライズです。こうして、錦織さん＆

アイドル猫 マスオ君との出会いが決め手と

なり、私はケアタウンで働くことになりまし

た。 

私事ですが、ケアタウンにたどり着くまで

色々ありまして、三十路までは自由気ままな

転職人生を謳歌していました。漫画家のアシ

スタント、車メーカーの PR、テレビ会社でマ

ーケティング、ゴルフ好きが講じてキャディ

ーまで。そんな折、ゴルフ場の十八番ホールで

大地震（東日本大震災）が発生、この出来事が

人生の転機になりました。自分中心的な生き

方のままで良いのか？ と悶々…。昔からゴミ

や水問題、環境汚染などに関心があったので、

私はすぐさまゴルフ場を後にし、環境保護 NGO

（非政府組織）へ飛び込んだのです。「食」の

安全と環境というプロジェクトに没頭してい

たころ、なんと身内に癌が見つかるという出

来事が…。「食べ物から人生を立て直そう」と、

仕事を通じて見つけた自然食料品店へとまた

また転職。そのうち店の常連さんに導かれ 

新たに訪問ヘルパーの扉を開き、さらに冒頭

に書きましたとおりケアタウンへと辿りつき

ました。まさに人と人の縁によって今がある

のだなぁと、感じる今日この頃です。 

 さて、禅の教えに『日日是好日』という言葉

があります。青空でも曇り空でも雨降りでも、

どんな一日も大切に受け止め精一杯に生きる。

前向きな心がけと行い次第で毎日が“好日”に

なるという意味だそうです。この心構えを忘

れずに、十人十色のご利用者のみなさん、百戦

錬磨で明るい先輩方、マスオ君、沢山の方々か

ら多くを学びながらケアタウンでの日々を

“かけがえのない好日”として頑張っていき

たいと思っています。

一笑懸命 17                    ケアタウン小平デイサービスセンター 

～日々是好日 ケアタウン小平のデイサービス～            介護士 梅
うめ

根
ね

 牧
まき

 

古田  錦織  松本  沼尻 篠塚  林  鶴田 

迷い猫だった

マスオ。詳しい

年齢は分かり

ません。老描で

すが、ご利用者

の散歩の先導

役を担うなど、

現 役 で 日 々 

活躍中です。 
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令和４年、桜が満開の頃、ケアタウン小平ケ

アマネジメントセンターに着任いたしました。 

緩和ケア、終末期ケア、お看送り、グリーフ。

生きとし生けるものの全てが経験する「いの

ちの最終章」を、人生の一部としてとても大切

に想います。ホスピスケアや在宅緩和ケア、患

者さんの根底に在るスピリチュアルペインに

ついて学びたくて、介護支援専門員として仕

事をしながら、山崎章郎先生の著書を拝読し

たり講演会に足を運んだりの 10 年間でした。 

 

ケアタウン小平には医師が居て看護師が居

て、デイサービスがあっていつぷく荘やみゆ

き亭（お食事）がそれぞれ主役としてある事は、

多くの皆さんがご存知の通りです。そして、も

うひとつの主役がボランティアさんです。毎

週外回りを掃除したり草むしりをして整えて

くださるボランティアのおひとりが話してく

ださいました。「ケアタウン小平の先生や看護

師さんが緊急の電話を受けて出て行く時は、

いのちに向かって走って行くんだ。そんな大

事な時に、汚い玄関から出発させるわけには

いかないよ」と。 

私は、ケアタウン小平を、医師、看護師、相

談員、全スタッフ、ボランティア……それぞれ

の素敵な個性の色の糸を織り合わせて出来た

一枚の布のように感じます。 

今の自分の状況も、時間の流れの中でいた

だいた出会いを、拙いながら撚って来た１本

の糸のように感じています。「ケアタウン小平

へ」と、お声をかけてくださった山崎先生、近

藤ナース。着任までの様々な準備や制度の課

題を乗り越えてくださった中川事務局長。「が

んばってみなさい」と、温かく送り出してくだ

さった前職場のセンター長、居宅支援、包括の

上司。開設以来、ケアタウン小平ケアマネジメ

ントセンターを独りで守って来られ、バトン

を渡してくださった清水ケアマネージャー。

至らぬ私を受け入れてくださったケアタウン

小平の各部署の全てのスタッフの皆さん、 

いっぷく荘の大家さんやみゆき亭の方々、ボ

ランティアさん達……全部撚り合わせて“今”

という１本の糸。 

 

「方法や形は時代や状況と共に変わっても、

その目指す所は変わらない」と山崎先生がお

っしゃるように、新しくなったケアタウン小

平クリニックの安池先生と石巻先生の下、 

使命感と思いやりに満ちた優しく強い布に、

私の想いの糸もちょっと織り合わせていけた

らと思います。その布で、利用者さんおひとり

おひとりを温かく包めたら…と願います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

試行錯誤７                ケアタウン小平ケアマネジメントセンター 

～はじめまして ②～          管理者・ケアマネージャー   古川 ひろみ 

Q.教えて古川さん！ ヘルパーさんは、部屋のお掃

除や洗濯や買い物、入浴介助などをしてくれるけ

ど、介護保険だとできないことはどんなこと？ 

A.代表的なことだと嗜好品（タバコ・酒など）の買

い物です。また、見守り（そばにいる）やご利用者

以外の家族の生活援助はできません。ただ、その時

の体調や在宅介護継続の視点から考えた時は、悶々

とすることもあります。 

ねほり・はほり・ふかぼり 3 

ヘルパーさんには頼めないこと 



                                                

7 

 

ＮＰＯは、福祉や環境など多様な分野で地域課

題に取り組み、市民が参加しやすい組織体とし

て全国に 50,523 団体あります。その中で認定

法人は 1,250 団体です（2022.8 月末時点）。  

賛助会員や寄付者など支援者の数など、活動が

一定程度以上、社会から必要とされていること

を証明する基準（パブリック・サポートテス

ト）をクリアした団体だけがなれます。 

 

 

 

 

 

2020 年 4 月 7 日に緊急事態が宣言され、  

ボランティア活動が休止になりました。 

週一回決まった曜日に４時間程度のボラン

ティア活動、私は火曜日のお昼を中心にデイ

サービスで活動しておりました。 

同年 8 月から徐々に活動が再開されました

が、今までとは全く違う形になりました。感染

予防対策として密を避け、デイサービスの利

用者さんも間隔をあけて、フロア一杯にテー

ブルが並ぶ中、ボランティアも活動の時間や

人数が制限され、動ける範囲もキッチン周辺

など限られます。もちろん利用者さんの所へ

は行けません。活動再開前にはミーティング

が設けられ、これらの新しい活動方法の説明

がありました。NPO法人は、活動をどうするか

はボランティア自身の考えを尊重してくれま

した。お昼の時間帯に 4、5人のボランティア

がおりましたが、新しい方針のもと２人で行

うことになりました。少人数でも効率よく、厨

房から届く食材を盛り付けたり刻んだりでき

るか、試行錯誤の活動が始まりました。以前は

利用者さんのお席に配膳もしておりましたが、

前述の通り行くことはできません。 

こうしてケアタウン小平のホスピスケアに

基づく『利用者さんに寄り添う』ボランティア

活動がコロナ禍でできなくなりました。 

とても残念なことですが少しでもお手伝い

することで間接的に利用者さんに寄り添って

いると考え活動しています。隣で話す機会も

なく、マスクをしていることもあり新しい 

利用者さんのお名前とお顔が一致しない時、

ジレンマに陥ります。そんなある時、ご利用者

さんから「いつもありがとう」、と声をかけら

れました。嬉しい出来事でした。 

自分がコロナウイルスを持ち込むのではな

いかという不安と葛藤を抱えながらのボラン

ティア活動も 2 年以上が過ぎ、まだ時間帯の

違うボランティアとは会えませんが、活動後

に書くボランティアノートを読んで元気に活

動している仲間に励まされます。「どのような

関わり方にせよ、ボランティアもケアタウン

小平チームの一員を担っている」、その思いを

大切にこれからも活動していきたいと思いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ コロナ禍のボランティア活動を通じて思うこと ～ 

                          ボランティア  千葉 芳枝 

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～R5.7.26 更新制） 

寄附金の最大 50％の税額控除が受けられます。  

（所得税のほか、住民税を含めた場合） 

☆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。 

ねほり・はほり・ふかぼり ４ 

巻頭で出てきた 認定ＮＰＯ法人ってなぁに？ 
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先日ある入居者の方がお亡くなりになりま

した。亡くなられたのは夕方で、その日の昼食

まで召し上がられたとのことでした。娘さん

から「最後まで自分の口から食べることがで

き、カツ煮を食べました」と言われた時、はっ

となりました。その時の昼食の調理担当が私

だったからです。その方が人生の最後に召し

上がられたものは、自分の作ったカツ煮だと

思うと、なんとも言えず感慨深く、そして身の

引き締まる思いがしました。 

食事も一期一会ということを教えていただ

いた貴重な瞬間でした。 

 

私が最初に給食の仕事に就いたのは７年前

になります。そして、2021 年の 3 月にみゆき

亭に入社しました。 

それまで図書館で働いていた私が全く異な

る世界に飛び込み、食の仕事に就こうと思っ

た理由は、以前聖ヨハネホスピスでボランテ

ィアをしていた時に遡ります。ボランティア

ミーティングで山崎先生がある本を紹介され

たのです。 

それは『人生最後の食事』（デルテ・シッパー

著）という本でした。 

かつて高級店に勤めていたシェフがドイツ

のとあるホスピスの料理長になり、患者さん

との交流のなかで最善をつくして食事を提供

する、その奮闘ぶりを描いたドキュメント本

です。その本を紹介される先生のお話を聞い

て、私もそのような食事を提供する仕事に就

きたいと思ったのです。また同じ頃、テレビで

淀川キリスト教病院ホスピスのリクエスト食

の取り組みのドキュメンタリーを見てさらに

その思いを強くしました。患者さんそれぞれ

にたどってきた人生があるように、それぞれ

思い入れのある味がある。そして、食べること

は希望なのだと強く思いました。 

そのようなことで 50歳にして栄養専門学校

の門を叩き、自分の子供と同じ年頃のクラス

メイトと机を並べ、調理実習、化学実験、課題

提出など怒涛の２年間でした。 

あれから数年経ち、食の仕事に就くきっかけ

となった本のエピソードと同じような経験を

しました。この経験を胸に初心を忘れずにい

たいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食事も一期一会  ～人生最後の食事を担うということ～      

                      株式会社 みゆき亭 栄養士 小倉
お ぐ ら

恭子
きょうこ

 

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。 

ご飯 

150ｇ付 
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新型コロナウイルス感染症の波が世の中を

駆け巡って 2 年半になりました。まだまだ予

断を許さない状況ではありますが、時代の流

れに合わせて変化することの大事さを痛感す

る今日この頃です。 

そんな中、まもなくケアタウン小平の竣工

から 17年を迎えます。 

この春には、ケアタウン小平クリニックの経

営母体が変更になるという、ケアタウン小平

創設以来最大の転機を迎えました。しかし、

「自分らしく自宅で最期まで」という願いを

叶えるためにコミュニティケアを実践してい

く「ケアタウン小平の理念」に変わりはありま

せん。暁記念交流基金は、ケアタウン小平の理

念を具現化するためにこれからも変わらずケ

アタウン小平の管理運営を行います。 

 

先日、ケアタウン小平いつぷく荘に 8 年間

お住まいだったＫさんがお亡くなりになられ

ました。 

笑顔が素敵なおばあちゃんで、顔を合わせれ

ばいつも手を挙げてニッコリ笑ってくれる姿

が今でも思い出されます。そんなＫさんを振

り返るとともに、ケアタウン小平いつぷく荘

の住まい方の一例として紹介させていただき

ます。 

 Ｋさんは 2014年 2月から入居され 8年超の

期間、ケアタウン小平でお過ごしになられま

した。 

ご主人に先立たれたＫさんは、家事を行う

のが難しくなりはじめ、安心して一人暮らし

が出来る環境を望まれて 90歳の時に市内から

転居されてきました。 

市内の息子様ご夫婦や遠方の娘様の穏やか

な見守りの中、買い物支援やさまざまな行事

では多くのボランティアと交流する一方、ケ

アタウン小平の自然や関わる人たちを詩に残

されるなど、ゆっくりした時間をご自身のペ

ースでお過ごしになられました。 

晩年は、延命治療は望まないと強い意志を

持ち、クリニックと訪問看護ステーションを

利用され、それ以外のスタッフや多くのボラ

ンティアにも見守られながら生活をされてい

ました。徐々に車いすでの中庭の散歩も少な

くなり、ベッドで寝たきりになる日も多くな

りましたが、お亡くなりになったその日まで

ご自身の口から食事をすることも出来ました。

Ｋさんの出立の際はケアタウン小平が深い悲

しみに包まれましたが、ケアタウン小平の生

活の理想のような晩年を過ごされた姿にはケ

アタウン小平の光を見た思いです。 

 ケアタウン小平いつぷく荘は施設ではなく、

住居です。一人一人の生活の先にそれぞれの

晩年があり、そこに専門職だけでなくボラン

ティア含め多くの人たちが関わることでその

人らしい晩年を過ごす場所になります。 

Ｋさんがいつも口にしてくれていた「ここ

は良いところだよ」の言葉を胸に、これからも

ケアタウン小平の理念を継承していきたいと

思います。

みゆき往還 17 ～ いつぷく荘でのＫさんの生活、残してくれた言葉 ～ 

              株式会社 暁記念交流基金  代表取締役社長 長谷
は せ

 公人
ま さ と

 

桜やケヤキ、小さな草花が好き

だった在りし日の K さん 
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2008 年 10 月に「ケアタウン小平遺族会  

ケアの木」が発足し、14 年経ちました。現在

の会員数は 200 世帯です。７人の世話人が集

まり、NPO事務局の中川さんのサポートも得な

がら運営しています。 

 

2020 年春以降、思いもよらぬコロナ禍の中

で、スムーズに皆さまにお会いすることも、奇

数月の第 3 木曜日に行うケアの木サロンも開

けず、辛くて淋しい日々を過ごしていました。 

しかし、第 6波の治まりが見られた今年 5月

19 日には、この間に新しくご入会いただいた

方々にお集まりいただき、会への迎い入れのた

めの時間を持つことができました。6 月 12 日

は、2 年ぶりの遺族会総会を開催。会員 46 名

にご参加いただきました。山崎先生にも講演し

ていただけたこと、会員の皆さんとお会いでき

たことに感謝いたします。 

 

参加者からの、お便りやアンケート回答も

いただき、その中から抜粋した文章です。 

「久しぶりにお会いできて、やっぱり『生』  

（対面）は良い！ と実感しました」 

「先生にパワーをいただき、力強く生きていく

勇気を与えてくださいました」 

「世話人会の皆様、本当にありがとうございま

す。心より感謝しております」 

これらの文を読んで、とても嬉しく思いまし

た。遺族となって、メソメソ泣いていた私も、

世話人をさせていただくことで助けられ、「勇

気」、「優しさ」、「つながり」、「絆」等々、沢山

たくさんいただきました。私の中の「ケアの木」

は大きくなっているような気がします。皆さん

にとっての「ケアの木」はいかがでしょうか？ 

 

第 7 波の影響から、毎年 9 月末に行う会員

懇親のための「ケアタウン小平で語ろう会」は、

また中止といたしました。残念です。サロン活

動は、予定通り開催し、会員の来訪をお待ちす

るということで決定いたしました。こうした

状況ではありますが「ケアの木」のつながりを

持って、今後も少しずつ前へ進みたいと思っ

ております。 

会員の皆さま、「ケアの木」に集まりましょ

う！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ ケアの木でもらった大切なこと～         ケアタウン小平遺族会ケアの木 

                             世話人代表 幸崎
こうざき

 順子
じゅんこ

 

上）この数年できなかった新入会員を対象にした

「迎い入れよう会」を総会の前に実施 

下）例年のようにグループで話し合うことはできま

せんでしたが、まずは第一歩です 演題「今までのこと そして、これからのこと」 
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ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず 

よどみに浮かぶ うたかたは、かつ消えかつ結びて、 

久しくとどまりたるためしなし       鴨長明 

日本を代表する古典『方丈記』のこの有名な

書き出しは、ペラペラとめくった娘の小学校

の音読用テキストにありました。「今の自分た

ちにも通じるなぁ」と私に思わせました。でも、

私はそれをすべて認めるわけにはいきません

でした。諸行無常を詠うなら、人は「うたかた

（泡）」の存在との表現もありましょう。ただ、

みんなが日々届けるケアまで「うたかた」で終

わってはならないからです。 

今年の夏休み、NPOで毎月主催する「集まれ

子ども広場」に、姉妹で中庭に駆けて来た 6年

生のＮさん。挨拶もそこそこに私に声をかけ

てきました。「としのぶさん、私授業でケアタ

ウンのこと調べて発表したいんですけど、終

わったらインタビューしてもいいですか？」 

私は快諾して、広場終了後インタビューを受

けました。この２年半超、近隣小学校などとの

交流を縮小せざるをえなかった中、その思い

がけない依頼に対する私の喜びは、ニコニコ

しすぎて気味悪がられないよう、直前に顔を

グッと引き締めたほどです。 

その後、お母さんから、Nさんが『病院で死

ぬということ』を読んだこと、そして、訪問に

出ようとした山崎医師と偶然にも会えたから、

娘と２ショット写真を撮ってもらったのよ！

との話をうかがいました。 

後日、外出の車中で山崎医師にその話を振

ると「そうなんだよ」と、とても喜んでいまし

た。 

 

 本号をお読みいただいてお分かりの通り、

ケアタウン小平という河の流れの中で、この

流れに加わる人、新たな流れへ身を投じよう

とする人、そして、Ｎさんのようにより深くケ

アタウン小平やホスピスケアを知ろうとする

子もいます。この一年、大小様々な変化があり

ました。それぞれが、一瞬たりとも同じではな

い今を、一生懸命に泳いでいます。絶やしては

ならないこの流れの中で、これからも「その人

らしさ」をチームの面々は支えて参ります。 

皆さま、一緒に泳いでください。河岸を同じ

方向へ駆けてください。そうして共に居て、 

見守っていただければ幸いです。 

 

先述の山崎医師との話には続きがあります。 

私：「先生、『病院で死ぬということ』は、もう

古典ですね」 

山崎：「古典!? そんなに古くなってる？」 

苦笑いの山崎医師でありましたが、もちろ

ん、意味は表題のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古典＝普遍                     ＮＰＯ事務局 中川
なかがわ

 稔
とし

進
のぶ

 

将来は医療従事者になるとの目標を持っている N さん

目標達成のニュースが届く日をまっています。 
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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 

～編集後記～  

★娘 10 才 5 年生。夕飯の希望を尋

ねると「ヘルシー料理！」と答え

ます。でも、鶏のから揚げを出す

と、バクバク食べます。やっぱり

食べ盛りはこうでないと！（企

画・編集 N） 

 

★新しい「ケアタウン小平」に期待

します。（校正 O） 

18 号へと続く！ 

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。ご寄付をいただい

た方には「ケアタウン小平だより」等、各種活動のお知ら

せを送らせていただいています。 

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  

※払込取扱票通信欄には、 

「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 

ケアタウン小平内の各事業所の連絡先 

 

NPO 法人コミュニティケアリンク東京 

ケアタウン小平訪問看護ステーション  ０４２－３２１－５９８７ 

ケアタウン小平デイサービスセンター  ０４２－３２１－５９８６ 

ケアタウン小平ケアマネジメントセンター０４２－３２４－８８８２ 

医療法人社団悠翔会 

ケアタウン小平クリニック        ０４２－３２１－７５７５ 

株式会社 みゆき亭              ０４２－３２０－４１１６ 

株式会社 暁記念交流基金・いつぷく荘     ０４２－３２１－１０４５ 


