
いづろ今村病院
〒892-0824　鹿児島市堀江町17番1号
TEL 099-226-2600　　［病床数 115床］

急性期医療と在宅医療を繋ぐ架け橋

谷山病院
〒891-0111　鹿児島市小原町8番1号
TEL 099-269-4111　　［病床数 392床］

地域との共生を目指す精神科専門病院

奄美病院
〒894-0044　奄美市名瀬浜里町170番
TEL 0997-53-1200　　［病床数 348床］

奄美群島の精神科医療の中核を担う

徳之島病院
〒891-7101　大島郡徳之島町亀津5190番地
TEL 0997-83-0275　　［病床数 206床］

地域と患者様に愛される精神科病院

介護老人保健施設 愛と結の街
〒890-0111　鹿児島市小原町8番3号
TEL 099-260-6060　　［入所定員 100床］

心豊かな生活を目指し共に育むふれあいの街

法人概要

理事長　今村 英仁
職員数　2,395名（2020年12月1日現在）
所在地　〒890-0064
　　　　鹿児島市鴨池新町6番4号
ＴＥＬ　099-256-0311
事業所　５病院
　　　　１介護老人保健施設
　　　　１看護師養成所
　　　　４診療所
　　　　17併設事業所 
病床数　1,575床
　　　　うち病院ベッド数 1,475床
　　　　介護老人保健施設入所定員 100床
ＵＲＬ　https://www.jiaikai.or.jp/

高麗町クリニック
〒890-0051
鹿児島市高麗町39番11号 慈愛の郷1階
TEL 099-812-7712

在宅療養支援診療所

慈愛会クリニック
〒892-0822
鹿児島市泉町1番15号
TEL 099-239-0588

糖尿病専門クリニック

七波クリニック
〒890-0067 鹿児島市真砂本町51番1号
ニシムタスカイマーケット鴨池内テナント
TEL 099-284-0610

糖尿病専門クリニック

かごしまオハナクリニック
〒890-0064
鹿児島市鴨池新町6番4号
TEL 099-263-8787

地域の「かかりつけ診療所」

今村総合病院
〒890-0064　鹿児島市鴨池新町11番23号
TEL 099-251-2221　　［病床数 414床］

高度・専門的な急性期医療の提供

鹿児島中央看護専門学校
3年課程看護科
〒892-0822　鹿児島市泉町12番7号
TEL 099-227-5330
2年課程（通信制）看護科
〒892-0822　鹿児島市泉町1番15号
TEL 099-226-1201

「奨学と慈愛」を理念に地域医療を担うプロフェッショナルを育成

寄附金募集の
ご案内

医療の原点は､
　　　慈愛にあり
母が子を慈しみ育てる心、
愛を持って病める人の苦しみを除く
慈しみ、愛する心
その素朴で純粋な気持ちが
慈愛会の医療理念です

理 念



寄附者の皆様のお気持ちに感謝しつつ、寄附金は大切に使わせていただきます。

● 寄附金の使途としての公益目的事業とは

寄附金の使途について

　「我が胸の　燃ゆる思ひにくらぶれば　
　　　　　　　　　　　　煙はうすし　桜島山」（平野國臣）
と謳われる桜島が大爆発したのが大正３年です。
　この時、桜島出身の当法人創設者　今村源一郎は故郷を失い種子島
に強制移住しました。代用教員だった源一郎は、それから一念発起して医
師になり、桜島大爆発から20年後の昭和９年５月５日　３名の職員で慈愛の理念を掲げ、産婦人
科医院を開設します。これが慈愛会の生い立ちです。
　創設から80有余年、当法人は、鹿児島県民の為の医療・介護・福祉に邁進し、その実績が
認められ、現在、鹿児島県認可の公益財団法人としてその使命を果たしています。「人生行路は
汗と感謝で」と述べた源一郎の言葉通り、当法人がここまで歩んでこられたのは、ひとえに地域の
皆様のご支援を戴いたお蔭です。
　税制上の優遇措置が認められた特定公益増進法人のお墨付きを戴いた当法人は、これからも
その活動を確かなものにするために、さらなる皆様のお力添えを心中からお願いする次第です。
　何卒、宜しくご支援くださいますようお願い申し上げます。

公益財団法人　慈愛会

理 事 長　今 村  英 仁

お力添えのお願い

慈愛会を温かく応援してくださる
皆様からの寄附を募っています。

ａ．ＡＴＬを中心とした血液がん及び進行が
ん（消化器がん）の治療に関する高度先
進医療の提供

ｂ．脳卒中の早期診断と早期治療（外科的治
療を含む）に関する高度先進医療の提供

ｃ．糖尿病専門医療の提供
ｄ．初期から第三次救急医療（脳卒中）の提
供

ａ．医療技術の高度化、高齢化社会の進展に対応した地域住民の
医療を確保するための看護師の養成

ｂ．臨床研修医・専門医等の医療従事者の教育・育成
ｃ．政府間協定に基づく外国人看護師等候補者の教育・育成
ｄ．生活困窮者に対する無料低額診療及び生活支援
ｅ．災害医療支援活動

いづろ今村病院、今村総合病院、
慈愛会クリニック、七波クリニック…他

鹿児島中央看護専門学校…他

高度医療機器を要する
高度・専門的な急性期医療の提供

地域の医療を担う人材育成等の
地域医療の支援

ａ．精神科救急医療の提供
ｂ．身体合併症を伴う精神科医療の提供
ｃ．結核を伴う精神科医療の提供
ｄ．離島・へき地における精神科医療の提供及び社会復帰に向けた総合的な支援
ｅ．身体合併症を伴う利用者への介護・福祉サービスの提供
ｆ．子ども、子育て支援等に係る総合的な支援

谷山病院、奄美病院、徳之島病院、
介護老人保健施設 愛と結の街、社会復帰施設…他

精神障害者等に対する総合的な
医療の提供及び社会復帰の支援
並びに介護・福祉サービスの提供

地域が必要とする高度・専門的な医療の提供及び医療・介護・福祉が一体となった総合的な介護・福祉サービスの
提供並びに地域の医療を担う人材育成に関する事業です。
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3 4

公益財団法人慈愛会にご寄附いただきました皆様方に感謝の
意を込めて、直近５年間のご芳名・貴社名（所在地掲載希望を
含む）を掲載させていただきます。なお、公表を希望されない
方につきましては、掲載しておりません。

株式会社南給　様（鹿児島市）
池田　清憲　様（鹿児島市）
株式会社サニタリー　様（鹿児島市）
前田　健一　様（鹿児島市）
堂園設計株式会社　様
株式会社上別府工務所　様
株式会社センテイ　様（鹿児島市）
アリマ食品有限会社　様
株式会社シー・アール・シー　様
ホシザキ南九株式会社　様
アジア印刷株式会社　様
大成ビルサービス株式会社　様
仮屋園　修太　様
城山観光株式会社　様
国分消防設備株式会社　様
富士ゼロックス鹿児島株式会社　様
株式会社カクイックス　様（鹿児島市）
株式会社倉府食品鹿児島　鹿児島営業所　様
南九イリョー株式会社　様
サツマ酸素工業株式会社　様
久保　健吾　様（鹿児島市）
株式会社八郷医療器　様
株式会社ダイサン　様
株式会社セキュリティサービス　様
株式会社九電工鹿児島営業所　様
ワールドサンフーズ株式会社　様（鹿児島市）
大橋エアシステム株式会社南九州支店　様
蓮香　吉治　様
富田　恵司　様

上記の他190件（重複含む）のご寄附をいただきました（非公開
希望）。
皆様方から頂きました寄附金は、当法人の公益目的事業に
大切に使わせていただきます。
今後とも鹿児島の医療の発展に向けて邁進して参りますので、
ご支援・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
なお、寄附金受け入れ実績につきましては、当法人広報誌でも
紹介させていただいております。

●寄附は申込書と振込用紙で気軽に出来る身近なCSRの一つです。

（注）CSRとは「corporate social responsibility」の略であり、「企業の社会的
責任」を意味します。

（順不同）

寄附金受入実績の
ご報告

皆様のその貴いお気持ちを
寄附という形で実現してみませんか

鹿児島の地域医療に貢献したい
命と健康を守る事業活動を支えたい

新型コロナウイルス感染症の
対応など、新たな課題にも
慈愛会は取り組んでまいります
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法人からの寄附

個人からの寄附

■寄附金控除とは

寄附金の控除手続きについて
毎年1月1日から12月31日までのご寄附に関する「寄附金受領書（領収書）」を添えて確定申告を行います。

個人住民税の軽減

ご寄附のお申し込みからご入金までの流れについて

右ページにあります「寄附金申込書」をミシン目に沿って切り離し、
必要事項を記入の上、パンフレットに挟み込んである封筒にてご郵送ください。

最寄りの郵便局よりお振込が
可能です。
パンフレットに添付の封筒に同
封の郵便振込用紙（払込取扱
票）をご利用の場合、振込手数
料はかかりません。

現金にて直接のご寄附をいた
だく場合は、お申込み後に担当
者より、ご寄附受取の詳細につ
きましてご連絡いたします。

慈愛会より寄附金受領書をご送付させていただきますので、
確定申告まで大切に保管してください。

銀行振込の場合は、下記の口座
にお振込をお願いいたします。
（振込手数料はお申込人様負担
となります。）
金融機関名 / 鹿児島銀行
支 店 名 / 本店
口座番号 / （普）3114965
名 義 人 / 公益財団法人慈愛会
　　　　　 理事長 今村 英仁

公益財団法人慈愛会は、公益財団法人の認定（平成23年4月1日登記）を受けており、当法人
への寄附金をいただいた場合は、「特定公益増進法人」としての税制上の優遇措置が適用され
ますので、所得税若しくは法人税の控除が受けられます。

　一般の寄附枠の損金算入限度額──175,000円…①
　別枠の特別損金算入限度額────862,500円…②
損金算入限度合計額①＋②　1,037,500円＞1,000,000円（寄附金合計額）

　特定公益増進法人に対する寄附金は、寄附金合計額と寄附金の損金
算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されることから、この
場合寄附金の全額が損金算入されます。これは、特別損金算入限度額
を超える部分（図の網掛け部分）は一般の寄附枠の損金算入限度額の
範囲内で損金算入されるためです。

　1,000,000円－②＝137,500円（網掛け部分）

　このように特定公益増進法人に対して法人が支出した寄附金のうち
別枠で損金算入されなかった部分については、一般の寄附枠とあわせて
（資本金等の額の0.25％＋所得金額の2.5％）×1/4を限度として損金算
入されることから、最大で一般の寄附枠分と別枠分の寄附金が損金算入
できることとなり、この部分には法人税が課税されないこととなります。

なお、損金算入限度額の計算シミュレーションは、
慈愛会ウェブサイトからでも可能です。

特定公益増進法人に係る
特別損金算入限度額

②

① 一般の寄附枠の
損金算入限度額

枠
別

株式会社X（資本金1千万円、所得金額27百万円の
1年決算法人）が1百万円の寄附をした場合

例

損
金
算
入
限
度
額
（
最
大
）

株
式
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社
Ｘ
の
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金
額

（注）損金算入限度額は、その法人の資本や
所得の金額によって異なってきます。
なお、例示はあくまでも目安ですので、詳
しくはお近くの税務署・税務相談室若し
くは税理士等にお問い合せください。

https://tonkotsu-kdo.ssl-lolipop.jp/web/jiaikai/kifucalc.html

郵便振込 銀行振込 現金

寄附金に対する税制上の優遇措置について

個人からのご寄附は、所得控除の対象となります。（所得税法第78条 第2項第3号）
所得控除＝寄附金額（所得金額の40％を限度）－2千円
給与収入500万円の方が5万円を寄附した場合 ➡ 約4,900円の減税効果（注）

（注）減税効果は、その個人の扶養親族等の構成によっても異なります。

当法人への寄附は条例の指定により個人住民税控除も合せて受けられます。
詳しくは、お住まいの都道府県税事務所、市町村徴税窓口にお問い合せください。

法人からのご寄附は、一般の寄附枠とは別枠として、
損金算入限度額に相当する金額まで損金算入できます。（法人税法第37条 第4項）
損金算入限度＝｛（資本金等の金額×当期の月数／12×3.75／1,000）
　　　　　　　　＋（所得金額×6.25／100）｝×1/2

例

寄附のお申し込み

寄附金のご入金の方法

寄附金受領書の送付

公益財団法人 慈愛会 法人事業本部 理事長室 寄附金担当
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町6-4　TEL.099-256-0311（代）　FAX.099-206-6200

https://www.jiaikai.or.jp/ウェブサイト

お問合せ先
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いづろ今村病院
〒892-0824　鹿児島市堀江町17番1号
TEL 099-226-2600　　［病床数 115床］

急性期医療と在宅医療を繋ぐ架け橋

谷山病院
〒891-0111　鹿児島市小原町8番1号
TEL 099-269-4111　　［病床数 392床］

地域との共生を目指す精神科専門病院

奄美病院
〒894-0044　奄美市名瀬浜里町170番
TEL 0997-53-1200　　［病床数 348床］

奄美群島の精神科医療の中核を担う

徳之島病院
〒891-7101　大島郡徳之島町亀津5190番地
TEL 0997-83-0275　　［病床数 206床］

地域と患者様に愛される精神科病院

介護老人保健施設 愛と結の街
〒890-0111　鹿児島市小原町8番3号
TEL 099-260-6060　　［入所定員 100床］

心豊かな生活を目指し共に育むふれあいの街

法人概要

理事長　今村 英仁
職員数　2,395名（2020年12月1日現在）
所在地　〒890-0064
　　　　鹿児島市鴨池新町6番4号
ＴＥＬ　099-256-0311
事業所　５病院
　　　　１介護老人保健施設
　　　　１看護師養成所
　　　　４診療所
　　　　17併設事業所 
病床数　1,575床
　　　　うち病院ベッド数 1,475床
　　　　介護老人保健施設入所定員 100床
ＵＲＬ　https://www.jiaikai.or.jp/

高麗町クリニック
〒890-0051
鹿児島市高麗町39番11号 慈愛の郷1階
TEL 099-812-7712

在宅療養支援診療所

慈愛会クリニック
〒892-0822
鹿児島市泉町1番15号
TEL 099-239-0588

糖尿病専門クリニック

七波クリニック
〒890-0067 鹿児島市真砂本町51番1号
ニシムタスカイマーケット鴨池内テナント
TEL 099-284-0610

糖尿病専門クリニック

かごしまオハナクリニック
〒890-0064
鹿児島市鴨池新町6番4号
TEL 099-263-8787

地域の「かかりつけ診療所」

今村総合病院
〒890-0064　鹿児島市鴨池新町11番23号
TEL 099-251-2221　　［病床数 414床］

高度・専門的な急性期医療の提供

鹿児島中央看護専門学校
3年課程看護科
〒892-0822　鹿児島市泉町12番7号
TEL 099-227-5330
2年課程（通信制）看護科
〒892-0822　鹿児島市泉町1番15号
TEL 099-226-1201

「奨学と慈愛」を理念に地域医療を担うプロフェッショナルを育成

寄附金募集の
ご案内

医療の原点は､
　　　慈愛にあり
母が子を慈しみ育てる心、
愛を持って病める人の苦しみを除く
慈しみ、愛する心
その素朴で純粋な気持ちが
慈愛会の医療理念です

理 念


