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ごあいさつ         

皆様には日ごろから「東京多摩いのちの電話」の活

動に、ご支援・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

厚生労働省の発表では、２０１７年度の年間の自殺

者数は２１，３２１人（男１４，８２６人、女６，４

９５人）と発表されました。最近は自殺者が減少して

いる感じを受けますが、1日平均５８．４人の方が自

ら命を断っています。交通事故が多いと言われますが、

２０１７年度警察庁発表の交通事故死者は３，６９４

人でした。自殺者が交通事故死者の約５．８倍も多い

のが現実です。いのちの電話には、「生きていてもし

ようがない」「どう生きて行ったら良いか」「いのちの

電話しか私の話を聴いてくれるところがない」「今日

は誰とも話をしていない」など、「孤独」や「心の危

機」を訴える電話が多く掛かっています。コミュニケ

ーション手段が多様化しても、いのちの電話を必要と

している方は減りません。 

電話相談事業として一人でも多くの方の「訴え」に

耳を傾けられるよう相談員の充実を図りたいと思い

ます。普及・啓発に関しましては多摩地区全市町村と

連携を深め相談員、支援者が増えるように努めてまい

りました。昨年度は広報紙１００号の発行ができまし

た。養成事業としては２０１８年も相談員の確保、維

持、養成が大きな目標です。社会教育事業に関しては、

自殺者減少のお役に立つような公開講演会を開催し

てまいります。財政に関しては、寄付金や会費に頼ら

ざるを得ない状況が続き、年々厳しさが増している状

況です。 

本年も事業報告に書かれている通り、滞りなく活動

を遂行できましたことをご報告し、改めて、当事業へ

の皆様のご支援・ご協力に感謝いたしますと共に、２

０１８年度も引続き皆様のご支援・ご協力を賜ります

ようお願い申し上げます。 

特定非営利活動法人東京多摩いのちの電話 

                理事長 清水康雄 
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2017年度事業報告 

Ⅰ．電話相談事業 

１． 電話相談ボランティアによる電話相談事業 

＊毎日午前 10時～午後 9時まで 

＊第 3金曜とその翌日土曜日 24時間 

受信状況 2017年 1月～12月 

   ＊受信件数 14,089件（男性 5,948件 女性 

8,141件） 

自殺予防いのちの電話（毎月 10日） 

＊受信件数 504件（男性285件 女性219件） 

＊自殺傾向 183件（男性 96件 女性 87件) 

２．弁護士による法律相談 

  2017年 4月～2018年 3月 

  ＊毎月第 1.3火曜日 午後 4時～6時 

 ＊年間相談件数 53件（男性 18件 女性 35件） 

 

Ⅱ．自殺予防のための普及・啓発事業 

１．広報紙「つなぐ」及び事業報告の発行 

  ＊広報紙 100号、101、102の発行（13,500部） 

  ＊2016度の事業報告発行 (2,000部) 

２．ホームページの運営 

    ＊電話相談員募集要項掲載、通年募集の呼びかけ 

  ＊公開講座、公開講演会の HPからの申込み受付 

３．バザーの開催 

  ＊2017年 10月 15日、国立のコミュニティスペー

ス旭通にて開催 

  ＊バザー収益金 約 81万円 

  （東京多摩いのちの電話運営資金に） 

４．「自殺予防いのちの電話」公開講座 

  「生きる・・今日の涙を明日の笑いに」 

   講演 林家かん平氏 
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Ⅲ．電話相談員の養成事業 

１．相談員の養成・研修 

  ＊前期研修（34期生）  

2017年 9月～2018年 12月 

 対人関係基礎訓練（30時間）・講義 

＊後期研修（33期生） 

     2017年 10月～2018年 1月 

     ロールプレイ・講義・ インターンシップ 

     認定（2018年 3月）4名 

2. 相談員研修 

スーパービジョン ・ワークショップ他 

 3．第 8回支援ボランティア講座開催 

  （活動を支えるボランティアの育成） 

   2017年 7月 8日に実施 

Ⅳ．社会教育推進事業 

  公開講演会 

  「もしも死にたいと言われたら」 

   講師 松本俊彦氏 

電話相談の現状 (2017年 1月～12月) 

A．相談の内容 

（グラフ１：相談内容と相談件数） 
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女性 

相談内容と相談件数 (2017年） 
                   単位：件 

  
 

  （内） 

自殺傾向 

自殺傾向

の割合％ 

人生 1,858 2,158 4,016 455 11.3 

思想人権 30 23 53 2 3.7 

職業 338 226 564 60 10.6 

経済 80 70 150 20 13.3 

家族 410 863 1,273 121 9.5 

夫婦 94 227 321 39 12.1 

教育 19 22 41 3 7.3 

対人 369 682 1,051 99 9.4 

男女 322 226 548 24 4.3 

身体 523 403 926 110 11.9 

精神 948 1,470 2,418 381 15.8 

情報 73 54 127 7 5.5 

その他 884 1,717 2,601 153 5.9 

合計 5,948 8,141 14,089 1,474 10.5 

 

＊男女ともに、生き方や孤独などを話す「人生」の相談(総相

談件数の 28.5％)と、心の病に関する不安、苦しみを訴える

「精神」の相談(総相談件数の 17.2％）が多い。 

＊男性は「身体」や「職業」の相談、女性は「家族」や「夫婦」

の相談、また男女ともに「対人」の相談が多い。 

 

（グラフ２：年代別相談件数） 

            

   

 

 

 

   

＊男性は 40 代が 27.4％と最も多く、次いで 50 代が 25.1％、
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Ｂ．自殺傾向のある電話 

注：自殺傾向のある電話には、自殺通告のような緊急性

の高い電話から、死をほのめかす電話を含む。 

 

（グラフ３：相談内容別自殺傾向の件数） 

 

＊受信件数は 1,474件で、総受信件数の 10.5%を占める。 

＊相談内容では「人生」や「精神」について話される事が多い。 

 

（グラフ４：年代別自殺傾向） 
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2017 年度決算報告 

 

【収入の部】 2018年3月31日現在

2017年度予算 2017年度決算 差異
受取会費 1,150,000 1,124,000
　　正会員受取会費 550,000 543,000 △ 7,000
　　賛助会員受取会費　個人 600,000 491,000 △ 109,000
　　賛助会員受取会費　団体 90,000
受取寄付金 7,800,000 7,904,447 104,447
受取助成金等 1,400,000 1,413,083 13,083
事業収益 2,839,500 2,268,341 △ 571,159
その他の収益 566,320 107,635 △ 458,685
　　　当期経常収益計 13,755,820 12,817,506 △ 938,314

科　　　　　　目 2017年度予算 2017年度決算 差　異
事業費
　人件費 3,963,000 4,210,353 247,353
　その他の経費 4,717,000 4,689,167 △27,833
　　　バザー経費 130,000 94,689 △35，311
　　　諸謝金 1,766,000 1,597,058 △ 168,942
　　　印刷製本費（事業） 270,000 199,342 △ 70,658
　　　会議費 5,000 7,490 2,490
　　　会場費 400,000 361,844 △ 38,156
　　　旅費交通費（事業） 15,000 50,000 35,000
　　　通信運搬費（事業） 460,000 555,962 95,962
　　　消耗品費（事業） 130,000 172,895 42,895
　　　水道光熱費（事業） 200,000 176,174 △ 23,826
　　　地代　家賃（事業） 1,131,000 1,131,000 0
　　　賃借料 0 100,000 100,000
　　　研修費 10,000 0 △ 10,000
　　　減価償却費（事業） 120,000 189,537 69,537
　　　雑費（事業） 80,000 53,176 △ 26,824

事業費計 8,680,000 8,899,520 219,520
  管理費
    人件費 1,084,320 1,086,741 2,421
　　　給料手当 1,072,320 1,072,320 0
　　　法定福利費 12,000 14,421 2,421
　　その他経費 3,991,500 4,151,147 159,647
    　印刷製本費 350,000 263,910 △ 86,090
　　　旅費交通費 20,000 0 △ 20,000
    　通信運搬費 260,000 114,567 △ 145,433
   　 消耗品費 150,000 43,376 △ 106,624
　　　事務用品費 40,000 258,941 218,941
    　修繕費 250,000 164,333 △ 85,667
    　水道光熱費 80,000 94,865 14,865
   　 地代　家賃 610,000 609,000 △ 1,000
  　  賃借料 270,000 370,656 100,656
　　　広告宣伝費 850,000 1,204,866 354,866
    　新聞図書費 5,000 2,500 △ 2,500
　　　減価償却費 400,000 351,995 △ 48,005
　　　慶弔費 30,000 8,640 △ 21,360
　　　リース料 270,000 235,080 △ 34,920
　　　租税　公課 1,500 0 △ 1,500
　　　支払手数料 55,000 49,188 △ 5,812
　　　諸会費負担金 310,000 326,000 16,000
   　 雑    費 40,000 53,230 13,230

管理費計 5,075,820 5,237,888 162,068
　　当　期　経　常　支　出　合　計 13,755,820 14,137,408 381,588
      当期経常収支差額 △1,313,902 △1,319,902
【経常外増減の部】

経常外収益 0 0
経常外費用 0 0
経常外増減額 0 0

【正味財産増減の部】

当期正味財産増減額 0 △1,313,902
前期繰越正味財産額 27,912,019 27,912,019
次期繰越正味財産額 27,912,019 26,592,117

【支出の部】
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2018年度 事業計画 
 

１・事業の成果 

  特定非営利活動法人東京多摩いのちの電話の基盤強化を図

り、電話相談活動を安定的に維持する。 

活動として（１）電話相談（２）普及・啓発（３）養成 

（４）社会教育（５）他団体との連携（６）財源確保 

などの事業強化を図る。 

２・事業の実施に関する事項 

    （1）特定非営利活動法人に係る活動 

Ⅱ．事業計画書 

 

実　施 実　施

日　時 場　所

ボランティア相談員による
電話相談

2018年4月1日～ 不特定

2019年3月31日 受信件数
10:00～21:00 14,500件 2,038

自殺予防いのちの電話 毎月10日8:00～ 法人電話室 160人 自殺予防
翌8:00(24時間) いのちの電話

電話相談事業 24時間電話相談 500件
毎月第3金,土曜 深夜・早朝帯
24時間 780件

2018年4月1日～
2019年3月31日 不特定
毎月第1,第3火曜 法人電話室 9人 受信件数53件 362
16:00～18:00

2018年
広報紙14,000部発行 4月,8月,12月 当センター 9人 一般市民

事業報告冊子1500部発行 2018年7月 当センター 3人 一般市民 1,905

バザー 2018年 未定 50人 一般市民
(広報活動のブースを特設） 10月予定

「自殺予防いのちの電話」 2019年2月頃予定 一般市民200人
公開講座 未定 25人 いのちの電話
（検討中） 関係者80人

476
支援ボランティア養成講座 2018年7月予定 地域集会場 2人 一般市民20人

相談員養成 毎月2回程度 地域集会場 10人 一般市民20名
電話相談員の （講義、体験学習等） 毎月不定期 当センター 10人 相談員170名 2,772
養成事業 相談員研修 当センター 10人 相談員170名

その他の研修 2018年未定 地域集会場 10人 一般市民40名

公開講演会Ⅰ

社会 教育 推進
事業

「自分を傷つけずにいられ
ない～自傷行為の理解と援
助～」講師：松本俊彦氏

2018年5月20日
八王子市南
大沢文化会
館ホール

20人
一般市民 300人
相談員60人

883

公開講演会Ⅱ　（検討中） 2018年未定 未定 20人 一般市民
相談員

　
意見交換会 年間不定期 多摩地区 30人 他団体 563

各市町村

（検討中）

事業名 事　業　内　容
受益対象者の範
囲及び人数

その 他目 的を
達成 する ため
に必要な事業

自殺予防のた
めの普及・啓
発事業

従事者
の人数

事業費の
金額

（千円）

弁護士による法律相談

他の 団体 との
ネッ トワ ーク
構築事業
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2018 年度予算書 

 

【収入の部】

2017年度予算 2018年度予算 差異
受取会費 1,150,000 1,189,000 39,000
　　正会員受取会費 550,000 589,000 39,000
　　賛助会員受取会費　個人 600,000 500,000 △ 100,000
　　賛助会員受取会費　団体 100,000 100,000
受取寄付金 7,800,000 7,900,000 100,000
受取助成金等 1,400,000 800,000 △ 600,000
事業収益 2,839,500 3,075,000 235,500
その他の収益 566,320 334,820 △ 231,500
　　　当期経常収益計 13,755,820 13,298,820 △ 457,000

科　　　　　　目 2017年度予算 2018年度予算 差異
事業費
　人件費 3,963,000 4,100,000 137,000
　その他の経費 4,717,000 4,899,000 182,000
　　　バザー経費 130,000 100,000 △ 30,000
　　　諸謝金 1,766,000 1,400,000 △ 366,000
　　　電話相談員養成事業助成費（特定資産取崩分） 540,000 540,000
　　　印刷製本費（事業） 270,000 200,000 △ 70,000
　　　会議費 5,000 8,000 3,000
　　　会場費 400,000 300,000 △ 100,000
　　　旅費交通費（事業） 15,000 50,000 35,000
　　　通信運搬費（事業） 460,000 500,000 40,000
　　　消耗品費（事業） 130,000 180,000 50,000
　　　水道光熱費（事業） 200,000 200,000 0
　　　地代　家賃（事業） 1,131,000 1,131,000 0
　　　賃借料 0 100,000 100,000
　　　研修費 10,000 10,000 0
　　　減価償却費（事業） 120,000 120,000 0
　　　雑費（事業） 80,000 60,000 △ 20,000

事業費計 8,680,000 8,999,000 319,000
  管理費 0
    人件費 1,072,320 1,072,320 0
　　　法定福利費 12,000 15,000 3,000
　　その他経費 3,991,500 3,212,500 △ 779,000
    　印刷製本費 350,000 300,000 △ 50,000
　　　旅費交通費 20,000 0 △ 20,000
    　通信運搬費 260,000 220,000 △ 40,000
   　 消耗品費 150,000 50,000 △ 100,000
　　　事務用品費 40,000 160,000 120,000
    　修繕費 250,000 150,000 △ 100,000
    　水道光熱費 80,000 100,000 20,000
   　 地代　家賃 610,000 610,000 0
  　  賃借料 270,000 350,000 80,000
　　　広告宣伝費 850,000 170,000 △ 680,000
    　新聞図書費 5,000 5,000 0
　　　減価償却費 400,000 400,000 0
　　　慶弔費 30,000 20,000 △ 10,000
　　　リース料 270,000 240,000 △ 30,000
　　　租税　公課 1,500 1,500 0
　　　支払手数料 55,000 55,000 0
　　　諸会費負担金 310,000 326,000 16,000
   　 雑    費 40,000 55,000 15,000

管理費計 5,075,820 4,299,820 △ 776,000
　　当　期　経　常　支　出　合　計 13,755,820 13,298,820 △ 457,000

【経常外増減の部】

経常外収益 0
経常外費用 0
経常外増減額 0

【正味財産増減の部】

当期正味財産増減額 0 0
前期繰越正味財産額 26,582,117 26,582,117
次期繰越正味財産額 26,582,117 26,582,117

2018年4月1日現在

【支出の部】
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2018年 6月 9日現在 

 

 

監事 

小川 正則 山宮 千恵 

石阪 丈一   町田市長 

髙橋 勝浩   稲城市長 

理事 

清水 康雄（長） 鶴 清忠（副） 

一條 裕子 大仲  強 

髙橋  省 

岡林 秀樹 

林  道子 

福島 眞澄 

津川 博子   

  

松本 俊彦 三宅 正史 山口 直樹 

古舘 敏代 

吉野 敦子 

古川 幸 

早借 洋一（副） 

山本 寿美子 

加藤 育男   福生市長 

丸山 浩一   西東京市長 

澤井 敏和   あきる野市長 

渡部 尚    東村山市長 

河村 文夫 奥多摩町長 

浜中 啓一 青梅市長 

尾崎 保夫 東大和市長 

氷見 理夫 国立市長 

藤野  勝 武蔵村山市長 

並木 心  羽村市長 

杉浦 裕之 瑞穂町長 

顧問 （順不同敬称略） 

高塚 雄介 明星大学名誉教授 

阿部 裕行   多摩市長 

高野 律夫   府中市長 

 

西岡 真一郎 小金井市長 

 

野々山 哲郎 弁護士 

菅谷 淳 東京ＹＭＣＡ代表理事 

スタッフ 

 

井澤 邦夫   国分寺市長 橋本 聖二 日の出町長 

坂本 義次 檜原村長 
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シ フ  トを 考 え る 会

認定特定非営利活動法人東京多摩いのち電話　組織図

事　　　務　　　局

財　務　委　員　会

研　修　委　員　会

広　報　委　員　会

バ ザ ー 委 員 会

理　　事　　会

広 報 紙 担 当

ホームページ担当

ZACZAC

た　わ　わ

支援ボランティアの会

支　援　団　体

集 計 ス タ ッ フ 会

認　定　委　員　会

フリーダイヤル委員会特
　
別
　
委
　
員
　
会

事　務　局　長

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
東
京
多
摩
い
の
ち
の
電
話
会
員
総
会

相 談 員 委 員 会

シニア・ワーカーの会

常
　
任
　
理
　
事
　
会

東京多摩いのちの電話後援活動の会

支援ボランティア推進委員会

み み ず く の 会

地 域 連 携 委 員 会

組織図 
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ご寄付等感謝報告 （2017年度） 

賛助会・寄付金等にご支援をいただき、ありがとうございました。 

 

浅井　房代 大山　陽子 児玉　幸子 清野　富子
天野　明子 岡崎　京子 小玉　由起恵 関口　椰津子
雨宮　仁 岡﨑　陽子 小林　永子 関塚　恵子
荒井　創 岡田　允子 小林　京子 関戸　克子
荒川　良子 小川　ひろみ 小林　房子 関　和喜子
安齋　瑠美 萩野　和一郎 小林　裕子 台　とみ子
安藤　裕子 小栗　勝子 小山　君枝 多賀　努
飯島　奉子 落合　文雄 小山　モト子 髙井　住和
飯塚　靖子 小幡　美和子 近藤　美樹 高木　敦子
射落　薫 小原　武夫 齋藤　尚子 髙橋　千秋
五十嵐　明子 小原　敬子 坂田　玲子 髙橋　秀光
五十嵐　秀子 加賀野井　良子 坂本　厚子 髙村　はるみ
池田　清江 笠水上　祐子 佐々　峰子 高村　真
伊佐　節子 片山　朋子 佐々木　文子 滝井　恭夫・正子
井坂　トキ 河東　康一 佐藤　尚子 瀧口　淳子
去来川　信子 加藤　純 佐藤　マチ子 武田　英敬
石井　隆子 加藤　佑子 佐藤　誠 竹田　正美
石川　紀子 門垣　芳之 佐藤　裕子 武田　英敬
石河　正樹 金崎　好江 佐野　慎子 武田　美智子
伊集院　衣恵 狩野　明子 佐野　美保子 竹之下　和子
磯部　明子 鎌田　るり子 塩谷　暢生 辰巳　洋子
井手　典子 上石　史子 重村　朋子 辰巳　洋子
伊藤　博子 上出　美津江 柴田　綾子 田中　由
伊藤　嘉章 川上　亜子 柴田　平三郎 田中　和子
稲葉　乃婦子 川木　雅樹 嶋田　博之 田中　幸子
井上　惠子 河端　裕子 島津　京子 田中　祀子
稲墻　正 岸野　和夫 清水　容 田中　治彦
岩井　通子 北原　有機夫 庄子　隆之 田中　正和
殖栗　信夫 北見　里花 白川　真弓 田中　良子
上杉　眞弓 木村　悦子 白﨑　けい子 玉置　晶子
内田　隆 桐田　淳子 城石　敏恵 田村　三保子
打田　迪子 楠　久美子 杉井　静子 丹生　優子
江島　廣子 楠木　令子 杉原　百合子 千木良　美智子
遠藤　茂 熊谷　マリ子 杉村　祐貴子 調子　博久
遠藤　里香 久山　道子 杉本　早美 津川　博子
笈川　光郎 栗林　美保 鈴木　亜由美 津田　宏
扇谷　英里子 黒須　美代子 鈴木　榮 鶴　清忠
相知　裕子 甲野　美香 鈴木　奈加子 鶴田　美紀
鉅鹿　健吉 小勝　佐知子 鈴木　洋子 徳丸　智子
大川　博之 小金井　美樹子 諏訪部　揚子 戸田　晴実
大澤　洋子 小杉　幸子 清家　絢子 苫米地　憲昭
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冨塚　康子 廣池　利邦 山下　とし子　
直井　伸一 広瀬　洋子 山田　真
仲井　緑 福地　和子 山田　利三郎
中川　享子 藤本　祐子 山徳　幸子
中川　満 藤本　義明 山宮　千惠
中嶋　直子 藤原　明 山宮　庸司
中嶋　献児 伏屋　弓子 山本　英司
中田　武司 古田　信子 遊佐　光子
中村　従子 古舘　敏代 吉井　節子
中山　淳子 細江　謖夫 吉田　由美子
七星　妙 前田　和枝 吉野　敦子
並木　信一 前田　知恵子 吉野　美智子
並木博・泰子 前田　和枝 吉原　伊津子
成田　順子 益子　貞子 吉村　俊介
成澤　尚子 増田　祐子 脇田　孝夫
南北　逸子 松田　啓 和田　仁恵
新見　節子 松平一美 渡辺　美恵子
西岡　秀治 松平　信人 和仁　恵
西岡　秀治 松村　博光
西川　陽子 松本　明子
西原　雄次郎 真鍋　しょう子
新国　基子 松村　厚子 ２６５名
野澤　まり子 三木　キヌ子 匿名
萩野　和一郎 箕輪　育子
橋渡　志保子 宮内　眞
橋本　芳子 宮西　さゆり
橋本　幸一 宮本　朋子
長谷川　隆子 宮守　美智子
長谷部　咲子 村田　藤江
畑田　明子 村野　雅義
馬場　千恵子 村守　黎子
馬場　弘 目黒　廣子
濱住　玲子 森　ポ蘭
浜野　喜美江 森　美智子
林　道子 師岡　智
原口　いづみ 安田　美彌子
原　博子 谷田　貞子
半田　雅子 八田部　節子
樋口　太 薮田　久子
彦坂　幸子 ヤマグチ　キョウコ
比留間　悦子 山﨑　美也子

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お名前には十分注意しておりますが、間違いや、洩れがありましたら
お知らせください。 
※匿名希望の方は事務局までお知らせください。 
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(株)加藤ガス設備 下北沢ナザレン教会
（協）国立旭通り商店会 日本基督教団　阿佐ヶ谷教会
国際ソロプチミスト稲城 日本基督教団　国立教会
国際ソロプチミスト青梅 日本キリスト教団　国分寺教会
桜ヶ丘記念病院 日本キリスト教団　狛江教会
桜ケ丘神経内科クリニック 日本キリスト教団　東美教会
シチズン時計（株） 日本基督教団　八王子教会
聖霊修道院 日本聾話学校
祖師谷保育園分園 (株)八洋
立川パークサイドクリニック (株)フォックス・ワン
多摩友の会 武美会　富士診療所
東京多摩いのちの電後援活動の会 ボランティアグループ　ふらっと
生命保険協会東京協会 町田福音キリスト教会
東京八王子ワイズメンズクラブ みみずくの会
東京YMCA西東京コミュニティーセンター 20期同期会
（財）東京YMCA 32期生歓迎交流会
医療法人社団　東迅会にしの木クリニック 火曜日グループ
日本キリスト教団東久留米教会婦人会 土曜日グループ
日本基督教団　東村山教会 日曜日グループ
日本キリスト教団　東大和教会 全体会
日本基督教団　ひばりが丘教会
日本基督教団四谷新生教会
日本聖公会東京教区
日本聖公会東京教区聖パトリック教会
日本同盟基督教団多磨教会
ベタニア修女会ベトレヘム第一修道院
日本ベストサポート株式会社
カトリック調布教会
カンバーランド長老教会国立のぞみ教会
カンバーランド長老教会めぐみ教会



14 

あなたのご支援を 
東京多摩いのちの電話の活動に  

 

東京多摩いのちの電話は、個人や団体、企業のご支援によっ

て支えられ活動しています。 

あなたのご協力を得て、心疲れた人々の心を聴き共に歩む、

そんな活動を今後も続けていきたいと願っています。 

ご支援をよろしくお願いします。 

 

Ａ．東京多摩いのちの電話の賛助会員になってください。 

 ①個人会員     年額 3,000円～ 

 ②法人・団体会員  年額 30,000円～ 

 

Ｂ．寄付金にご協力ください。金額は自由です。 

2017 年 2 月 3 日より認定特定非営利活動法人に認

定されましたので、年額 2,000円以上の寄付をして

いただいた場合、確定申告により寄付金控除が受け

られます。 

 

（振込先） 郵便振替： 00100－7－168778 

 銀行振込： 多摩信用金庫 

  国分寺南口支店 

  （普）0259691 

 口座名義： 特定非営利活動法人 

  東京多摩いのちの電話 
 

発行日  2018年 7月 1日 

発行人  理事長 清水 康雄 

     認定特定非営利活動法人 

     東京多摩いのちの電話 

〒 185-0012  東 京 都 国 分 寺 本 町 郵 便 局 留       

事務局 ☎  042（328）4441 

           FAX 042（328）4440 

ホームページアドレス http://www.tamainochi.com 

 




