
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

支援献金を心より感謝いたします  支援献金者御芳名  （2017/7/21～2017/9/20）    敬称略・順不同  

よ い 土 づ く り  
九州キリスト災害支援センター 理事長 横田 法路 
        （日本イエス・キリスト教団 福岡教会 牧師）  

          
                   No. 

2017. 10  11 
Newsletter 

(通帳記載上、全名称が入っていない場合があります) 

    ご送金の際には、九キ災本部事務局まで
メールか電話でご連絡先をお知らせください。
領収書等を後日お送りいたします。  

 
◆ 郵便振替口座     

   

    九州キリスト災害支援センター 
 

０１７５０－５－１４４９３９ 

・ゆうちょ銀行以外の金融 機関からのお振込の場合 
  
 【店名】七四八             【店番】７４８ 
  
 【預金種目】普通預金    【口座番号】８９２３８９８   

 
◆ ゆうちょ銀行口座 
     
  記号１７４１０  番号８９２３８９８１ 
  九州キリスト災害支援センター 
 

支 援 献 金 口 座  

              キ リ ス ト に あ っ て ひ と つ  

＜団体＞  ﾄｳﾉｳﾌｸｲﾝｷﾘｽﾄ教会 三愛ｷﾘｽﾄ教会 ﾀｶﾗﾂﾞｶﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ 本郷台ｷﾘｽﾄ教会 ｼｭｳ)ｹｾﾝﾇﾏｾｲｼｮ 辰野ｷﾘｽﾄ 池田中央教会 基督兄弟団石巻ｷﾘ
ｽﾄ教会 JEA日本福音同盟 宗教法人日本長老 高松新生教会 浦和福音自由教会 大和聖書教会 沖縄共生ｴﾙｼｵﾝ伝道所 佐賀神の教会 旭川栄光

教会 GICC ﾆﾎﾝﾁｮｳﾛｳｶｲ ﾆﾎﾝﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄｲﾀｺ ﾆﾎﾝｷﾘｽﾄｷｮｳﾀﾞﾝ 知多ｼｵﾝ・ｷﾘｽﾄ教会 ﾀｶｸﾗｷﾘｽﾄﾉｷｮｳｶｲ 清瀬福音自由教会 ｼｵﾝｷﾘｽﾄｷｮｳﾀﾞﾝ 真砂

ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ教会 田園ｸﾞﾚｰｽﾁｬﾍﾟﾙ豊橋のぞみｷﾘｽﾄ教会 ｱｲ ﾆﾎﾝﾁｮｳﾛｳﾋｶﾞｼｱ さいたま福音ｷﾘｽﾄ教会 辰野ｷﾘｽﾄ教会 京都葵教会 所沢恵み教会 昭

和聖書教会 岸和田聖書教会 横浜緑 ﾖﾊﾝ浜松ｷﾘｽﾄ教会  Crossroad 厚木希望ｷﾘｽﾄ教会 熊本ﾚｰﾅﾏﾘｱｺﾝｻｰﾄ席上献金 ｵﾝﾇﾘ教会 熊本東聖書ｷﾘ

ｽﾄ教会  NPO法人ひよこ会 愛泉祈祷院平和記念礼拝 日仏現代音楽協会 ｼｮｳｹｲｶﾞｸｲﾝｺｳﾄｳ 福岡ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾁｬｰﾁ ﾄﾞｸﾘﾂｼﾝｾｲｶﾂｼｶ 国際基督教大学

教会 日本ｲｴｽｷﾘｽﾄ 嘉手納ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ教会 久遠基督教会 ｵﾘｰﾌﾞﾉｷｷﾘｽﾄｷｮｳｶｲ ｶﾝﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ長老ｷﾘｽﾄ教会高座教会 一般社団法人い ｾｲｷｷﾘｽﾄｷｮｳｶ

ｲ 日本福音ｷﾘｽﾄ 幸手ｷﾘｽﾄ教会 戸田福音自由教会 ぶどうの木聖書教会 大阪女学院中学校高等学校 鈴鹿ｺﾞｽﾍﾟﾙﾁｬｰﾁ 福音伝道教団桐生ｷﾘｽﾄ

教会 国分寺ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ教会 福島第一聖書ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ教会 みえ洗足ｷﾘｽﾄ教会 飯能ｷﾘｽﾄ聖園教会 富士ｼｵﾝﾁｬﾍﾟﾙ 泉野聖書教会 立川福音自由教会 

三次ｼﾃｨﾊﾞｲﾌﾞﾙﾁｬｰﾁ ﾆｭｰｺﾐｭﾆﾃｨﾁｬｰﾁ 練馬栄光ｷﾘｽﾄ教会 JECA北関東地区夏期聖会 市川ｸﾞﾚｰｽ教会 ﾀｲﾗﾖｳﾁｴﾝ ﾌｸｲﾝﾃﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳﾀﾞﾝ 矯風会

JWCTU 蕨福音自由教会 ﾐﾄﾞﾘﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄｷﾘｽﾄ 大阪基督教学院教 ｸﾘｽﾁｬﾝｳｪｲ 三島高台ｷﾘｽﾄ教会 日本改革長老東須磨教会 ｼｵﾝｷﾘｽﾄｷｮｳﾀﾞﾝ 日本

ｲｴｽ・ｷﾘｽﾄ教団三田福音教会 ｷﾀｱｷﾀｷﾘｽﾄｷｮｳｶｲ 大館ﾙｰﾃﾙ同胞 北条希望のｷﾘｽﾄ教会 ﾆﾎﾝﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄﾚﾝﾒｲ ｼｵﾝ･ｷﾘｽﾄ教団蒲田教会 主ｲｴｽｷﾘｽﾄ宮

崎ﾊｰﾍﾞｽﾄﾁｬｰﾁ 港JCF日本語聖研陳忠考 日本ｷﾘｽﾄ改革派長丘教会 日本ﾎｰﾘﾈｽ教会 日本ｷﾘｽﾄ合同 ﾖﾛｺﾋﾞｹﾝｷｭｳｶｲ 日本ﾎｰﾘﾈｽ教団 大島ｷﾘｽﾄ

教会 特定非営利活動法人BFPJapan 熊本ﾅｻﾞﾚﾝ教会 宗教法人日本ｲ 呉ﾘﾊﾞｲﾊﾞﾙｾﾝﾀｰ教会 真岡ｶﾙﾊﾞﾘの丘ﾁｬﾍﾟﾙ 日本福音ｷﾘｽﾄ 日本ｷﾘｽﾄ教団

青森教会 和歌山西ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ教会 ののはなﾁｬﾍﾟﾙ 湘南のぞみｷﾘｽﾄ教会 日本ｷﾘｽﾄ教団新宿西教会 ICF教会 尾上聖愛教会 川越福音自由教会 ｵ

ｱｼｽﾁｬｰﾁ 中津福音ｷﾘｽﾄ教会 ﾗﾌﾞｼﾞｰｻﾞｽハウスﾁｬｰﾁﾈｯﾄﾜｰｸ 日本福音ｷﾘｽﾄ 日立大久保ｷﾘｽﾄ教会 救世軍福岡小隊 日本ﾎｰﾘﾈｽ教団中山教会 

長浜純福音ｷﾘｽﾄ教会 JECA青森福音ｷﾘｽﾄ教会 ﾗｲﾌﾘﾊﾞｰﾁｬｰﾁ浜北 日本ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ連盟大井ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ教会 日本ｲｴｽ･ｷﾘｽﾄ教団岡南教会 宗教法人日

本ｲ 日本ｷﾘｽﾄ教会久留米教会 千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ ｷﾘｽﾄ教放送局日本FEBC 日本福音ｷﾘｽﾄ ｷﾘｽﾄ兄弟団福岡教会 熊本東聖書ｷﾘｽﾄ教会 リﾌｸｾﾞﾝ 福岡

ｴﾙｼｵﾝ教会 前原ｷﾘｽﾄ福音教会 高岡ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ教会 日本ｷﾘｽﾄ教団西中国教区広島西分区 羊の群れｷﾘｽﾄ教会 ﾊﾑｹﾊﾇﾝ教会 木山ｷﾘｽﾄ教会 大阪

聖書学院 稲毛聖書教会 ﾆｯﾎﾟﾝｷﾘｽﾄｷｮｳﾀﾞ 百合丘ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ教会 宗教法人飯能ｷﾘｽﾄ 鶴見緑地教会 御殿場純福音ｷﾘｽﾄ教会 三島ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ教会 愛

宕ｷﾘｽﾄ教会 八街ｷﾘｽﾄ教会 宗教法人横浜緑 ｶﾘｽﾁｬﾍﾟﾙ福岡 福岡ﾊｰﾍﾞｽﾄﾁｬｰﾁ 有明ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾁｬｰﾁ 大阪ｼｵﾝ教会ｼｵﾝｷｯｽﾞﾍﾞﾙﾁｰﾑ 宗教法人那覇

ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ教会 ﾋｽﾄﾘｰﾒｰｶｰｼﾞｬﾊﾟﾝ沖縄 日本ｲｴｽ･ｷﾘｽﾄ 基督兄弟団神戸教会 幌向小羊教会 嬉野ｷﾘｽﾄ教会 南浦和ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ教会 ｲﾝﾏﾇｴﾙ京都伏見

ｷﾘｽﾄ教会 ﾋﾀﾞｶﾒｸﾞﾐﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ 大津ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ教会 日本ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ同盟潮来教会 日本ﾅｻﾞﾚﾝ教団下北沢教会 足利ｷﾘｽﾄ教会 野洲福音自由教会 日本福

音ｷﾘｽﾄ 新家ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄｷﾘｽﾄ教会 湘南のぞみｷﾘｽﾄ教会 ｷﾘｽﾄの平和教会 富士見聖書教会 日本ﾅｻﾞﾚﾝ教団月見ヶ丘ｷﾘｽﾄ教会 福音伝道教団桐生ｷﾘｽ

ﾄ教会 日本福音ﾙｰﾃﾙ大岡山教会 JECA白金ｷﾘｽﾄ教会 坂戸ｷﾘｽﾄ教会 長崎ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ教会 ﾆﾎﾝｱﾗｲｱﾝｽｸﾚｷｮ ﾐﾘｵﾝﾁｬｰﾁ ｲﾏｲﾁｷﾘｽﾄｷｮｳｶｲ ｲﾝﾏﾇ

ｴﾙ浦和ｷﾘｽﾄ教会 主ｲｴｽ･ｷﾘｽﾄ 日本ｷﾘｽﾄ教団呉平   有明ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾁｬｰﾁ   関東合同青年会   流山福音自由教会  ﾀｲﾗﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄｷｮｳ 町田金井バプテス

ト TLCCC熊本 ｹｾﾝﾇﾏﾀﾞｲｲﾁｾｲｼｮ  淡輪聖書教会 ｴﾑ･ﾋﾞｰ･大阪 ｶﾅｻﾞﾜﾄﾞｸﾘﾂｷﾘｽﾄ 京都ｸﾘｽﾁｬﾝ 旭ｷﾘｽﾄ教会 基督兄弟団一宮教会 宮崎柳丸ｷﾘｽ

ﾄ教会 静岡ｻﾐﾙ聖書教会 恵ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 日本伝道福音教団 徳島栄光教会 東京府中教会 福岡聖書教会  ﾊﾂｲｼｾｲｼｮｷｮｳｶｲ 
  
＜個人＞横井美穂 山本俊二 ﾊﾙﾀﾏｻﾀｶ  後嶋典子 ﾀﾆｶﾜﾘﾂ 宮崎義章 山田香菜 田上昌賢 栗田征雄 ｲﾅﾊﾞﾓﾄｵ 藤野雅士 小林笑子 中野庸夫 

中野町子 小野源一 中島久理子 近藤新子 山口琴美 饒平名基喜・真実 紙野雄平 平山義明 金勝鎬 梶山直樹 西郷純一 前田けんいち 江坂

潔・恵吾 世良佳久 Miwako 佐々木美和 大宮香織 岡田照子 脇坂勇 吉澤のり子 中山そのみ 千葉慶子 ﾜﾀﾋｷｷｮｳｺ 磯部泰子 山田昌昭 斎藤

雅代 土井洋子 小林徳英 細沼好子 溝口路子 松本順 杉本直子 井上恵美子 藤江勇士 江下恵美子 竹永聖子 武田美帆 木内一夫・美香子 

伏見美恵子 ﾔﾏﾉﾍﾞﾀｶｼ 今村孝明 宇野常夫 山室紀子 中山聖 Rebecca Clive  後嶋典子 奥園淳・真理 羽鳥敏子 拝高正剛 大道由利子 木村豊 

布村浩康 ﾘﾁｬｰｽﾞ貴子 長野みどり 山田香菜 瀬嵜展子 木村美香 ﾀﾅｶﾏｻｺ 宮崎契一 坂東敬子 加治昭子 乾澤千代子 ﾌﾞﾗｳﾝ明子 千葉慶子 

松岡俊一郎 今村孝明  服部眞彰・祥子 丸山順子  廣方千鶴子 山野尚子 匿名1名 

                      九州キリスト災害支援センター                                                        
・本部事務局                〒814-0155  福岡県福岡市城南区東油山 6-15-9 （油山シャロームチャペル内）  

                           TEL. & FAX.   092-873-6235                                 E-mail : kyusyuchristdrc@gmail.com                          
   
・熊本ベースボランティアセンター  
   
                            〒861-2242  熊本県上益城郡益城町木山 372－1 

                                                                                                 TEL.   096-237-6341        FAX.  096-237-6380                       

 
 
 
 
・宮崎支部           〒880-0123   宮崎市芳士807    (宮崎北聖書キリスト教会内) 

                               E-mail : 9kisaimiyazaki @gmail.com             
   

 http://kyusyuchristdrc.wixsite.com/kumamoto    
 最新の情報はfacebook  「九州キリスト災害支援センター（略称：九キ災）」でご確認ください。 

九キ災 検索 

E-mail : kcdrcvolunteer@gmail.com 

 http://miyazaki9ki.html.xdomain.jp/info.html 

香港 

 今年7月5日に九州北部豪雨災害は発生し、死者37名・行方不明者4名がでました。被災地域ではたくさんの家が土

砂や流木に埋もれてしまい自力での復興は困難な状況にありました。九州キリスト災害支援センターは、災害発生直後

から支援に動き出しました。地元の諸教会（福岡県筑後地区、大分県日田地区など）や色々な支援団体の協力をいた

だきながら、日田ベースを開設しました。全国のキリスト教会・クリスチャン、また海外のクリスチャンたちの熱い祈りと支

援もいただきました。献身的なスタッフやボランティアの方々の愛の奉仕を通して、9月末まで泥かきを中心とした支援活

動を続けることができました。その結果として、地域の方々から信頼していただき、また喜んでいただけたことは本当に

感謝でした。キリストの愛の種が、滝のような汗と共に、被災地にたくさん蒔かれました。（詳しくは次頁を） 

日田ベースとしての活動は9月末で収束しましたが、「成長させてくださる神」に信頼を置きつつ、被災地の方々のい

やしと祝福のために続いて祈っていきます。皆様の祈りに覚えていただけたら感謝です。 

 熊本ベースの活動は今後も継続されていきます。熊本地震から1年半が経過しましたが、復興にはほど遠いのが現状

です。時間と共に、どんどん忘れ去られていく社会の流れに抗いながら、被災者に寄り添う支援を続けているスタッフや

ボランティアのために、続いてお祈りをお願いします。 

 支援継続のための体制づくりの一環として、NPO法人を取得することが、8月28日の九州キリスト災害支援センター設

立総会で決議されました。9月に申請も無事受理され、年内に法人格取得の見通しです。 

遠藤周作の小説『沈黙』のなかで、「この国は、沼地だ」という所が出てきます。そうだとすれば、皆様と私達が九キ災

を通して一緒に取り組ませていただいているのは、愛による「新しい土づくり」であると思います。このような地道な働きこ

そが、今、この国に一番必要とされているのだと思います。今後ともお祈りとご支援をいただけましたら感謝です。 
  

「また、良い地にまかれたものとは、こういう人たちのことである。御言を聞いて受けいれ、 

三十倍、六十倍、百倍の実を結ぶのである」（マルコ4章20節）。 

http://kyusyuchristdrc.wix.com/kumamoto
http://miyazaki9ki.html.xdomain.jp/info.html


九州北部豪雨３カ月

プロ野球ソフトバンクホークスのサファテ投手
がシーズン最多セーブの新記録を樹立し、チー
ムのリーグ優勝に多大な貢献をしました。サ
ファテ投手は熊本地震で被災した子ども達を公
式戦へ自費で招待。また熊本で野球教室を開催
して子ども達を元気づけてくれました。今回の
九州北部豪雨の際もいち早くチームに声をかけ
支援金を送ってくださいました。野球を通して
日本で主の栄光を日々表し続けているサファテ
投手のために応援とお祈りをお願いします。

九キ災親善大使

サファテ投手 47セーブ日本新記録

九キ災NPO法人化に向けて
九キ災は、今後長期に渡り活動を持続するためNPO法人に申請
することになりました。
8月28日 熊本ベースに福岡、佐賀、熊本、宮崎より15名の創

立会員が集まり、九キ災のNPO法人化申請に同意
9月15日 福岡県への登録申請が受理
12月中旬 認可が下りる予定

今後は、災害支援だけではなく、教会間のネットワークを構築し、
自助共助関係を一層強め、キリストにある隣人愛をあらわしていき
たいと願っています。ご賛同くださる方（個人・団体）を募集して
います。詳しくは本部事務局までお問い合わせください。

創立総会の様子

1000名のボランティアが参加 被災地に貢献
第2回九キ災宮崎支部セミナー
「聖書から学ぶ災害対応と傾聴」

心的外傷後の成長セミナー

益城文化会館にて、マクドナ
ルド師・トムソン師(オペ
レーションブレッシング）、
岩上敬人先生・真歩子先生
（クラッシュジャパン）をお
招きし、災害や日常生活を通
して受けたストレスへの向き
合い方、治療法、予防法につ
いて具体的な対策と、それを
乗り越えての成長についてお
聴きしました。熊本県内だけ
でなく、九州３県からの参加
者もありました。

昨年に引き続き「ガリレオ工
房」によるサイエンスフェス
タが開催されました。被災地
にある公立小学校が会場とな
り、保護者も含めて約140名
が参加しました。地元の高校
生・教会・ゴスペルシン
ガー・アメリカからのボラン
ティア参加もあり、会場は大
にぎわいでした。

岩上敬人先生・真歩子先生を
お招きし、災害の際にキリス
ト者はどのように対応すべき
なのかエペソ人への手紙より
学びました。傾聴の模擬練習
や教会の位置を互いに確認し
あう教会間ネットワーク構築
のワークショップもあり、参
加者の距離がぐっと近くなり
ました。

第2回サイエンスフェスタ2017

九キ災の働きは、人々の心の土を耕す働き。
いつの日かそこに福音の種が撒かれることを信じて
キリストの愛という鍬を振り続けていく・・・

福岡、大分両県に大きな被害をもたらした九州北部豪雨は10月5日で、発生から3カ月となります。
両県で合わせて1300戸以上が全半壊し、今なおほとんど手付かずの状態の地区もあります。8月中旬
から仮設住宅への入居が始まりましたが、多くの方が自宅以外での生活を強いられています。九キ災
は、災害後すぐに大分県日田市の日田福音キリスト教会にボランティアベースを開設し、支援活動を
始めました。これまで日本国内はじめ韓国、中国、香港、台湾、米国などの海外から、のべ1000名
ものボランティアが参加して汗を流してくださいました。また、国内外から支援献金も捧げていただ
き心より感謝申し上げます。

被害が大きかった福岡県朝倉市杷木町。地域
一帯は土砂と流木で覆われ、大半が床上浸水
か床上まで土砂が入ってきている状態でした。

約１ヶ月かけ、同地区で土砂だし作業をしました。土砂の
かき出しは１日２日で終わるものではありません。何日も
同じ家にうかがい作業をしました。自ずと家の方と親しく
なり、会話も弾むようになります。直接的伝道をしないま
でも、励ましの言葉、いたわりの言葉をかけます。キリス
トの愛を表したいという一心で作業をしました。

被災地域の公民館を
ボランティアの宿泊所として
貸していただきました。そこ
に集まった60名が共にみ言葉
をもって賛美をし祈りました。
教会のないその地域では考え
られない光景でした。神様が
いつの日かそこにキリストの
教会を打ち建ててくださるの
だと私達は覚えました。

私の妻の友人の牧師さんから紹介していただいて、地区のボラ
ンティアに入っていただきました。市のボランティアがいない
時に10人くらい来てくださり、ものすごく助かりました。住民

が家屋の土砂を一人でどうしようかと思っているところに手伝いに来てく
ださって本当にありがたかったです。


