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 4月16日地震の日以来、テレビの画面にも、スマホ

にも毎日、毎日、しかも何度も配信される災害情報

「熊本地震情報メール」 その度に、余震が1400回を

超えた、1500回を超えたと、その回数の多さに驚かさ

れて日を過ごしていた。（6月30日現在では2000回を

超えています） 

 「主よ、なぜ熊本に…」そのような思いをぬぐいきれ

ない日々。しかし、国内のみならず、海外からも教団

教派を超えて、多くの主にある牧師先生をはじめ、信

徒の方々が祈りと励ましの言葉を携えて訪問してくだ

さった。手を取り、肩を抱き、涙を流し痛みを分かち

合ってくださった。『喜ぶ者といっしょに喜び、泣く者と 

6月より熊本支部が置かれている植木キリスト教会。ボラン
ティアの受付等を行っています。またボランティアの宿泊所
としても用いられています 

私 の 心 は 喜 び ま す  
九州キリスト災害支援センター熊本支部長  中出牧夫 
             （日本ナザレン教団熊本ナザレン教会 牧師）  

いっしょに泣きなさい』 （ローマ12：15） の御言葉が現 

実に心に響いてくる。どんなに多くの慰めを与えられた事でしょうか。 

 そのような中でのある日、デボーションで詩篇の言葉が心を捕らえた。『主よ。いつまでですか。あなたは私を永

久にお忘れになるのですか。いつまで御顔を私からお隠しになるのですか』 （詩篇13:1） 「主よ。いつまでです

か」。報道では、「一月以内に、震度5以上の地震が再び起こる可能性があるので、注意が必要です」 と、終りの

見えない不安に心が揺さぶられる。「主よ。いつまでですか」。しかし、その後を読んでいくと、『私はあなたの恵み

に拠り頼みました。私の心はあなたの救いを喜びます。私は主に歌を歌います。主が私を豊かにあしらわれたゆ

え』と続きます。「主よ。いつまでですか」 と問いながらも、主を見上げる心に、主への信頼と賛美が生まれてくる

のです。その心の底にあるのは、救いの喜びです。悲しみと不安の中にあっても、主に救われたと言う事実の前

に、心は喜ぶのです。取るに足りない者を恵みによって豊かにあしらってくださる主に信頼するのです。しかもそ

の喜びを共にする多くの兄弟姉妹が与えられているのです。 

 5月30日（月）木山キリスト教会に於いて行われた、九キ災会議に参加し、日本中から駆けつけてくださった多く

の方々の愛の心に、目頭が熱くなるのを覚えました。主よ、感謝致します。そして何よりも、時も財も献げてご奉仕

くださったセンタースタッフのお一人ひとりと、今日まで、様々な形でボランティアに携わってくださった皆様、本

当にありがとうございます。言葉には言い尽くせない感謝の思いで一杯です。 

 先は長いと言われています。「主よ。いつまでですか」。しかしそこには、『わたしはすでに世に勝っている』 と言

われる主ご自身が共にいてくださるのです。 

 主に信頼して、一歩一歩進んでいきます。今成すべき事を忠実になし行く、知恵と力と愛をください、と祈る毎

日です。今なお、労してくださっている方々に、そして、世界中の愛する皆様に、この場を借りて、主にあって心

から感謝致します。 

 主の祝福が豊かにありますようにお祈りいたします。 

                    支援献金を心より感謝いたします   
継続して尊い支援献金をお献げいただきましてありがとうございます。震災発生以来5月20日までに、大変多くの方々から
支援献金をお献げいただきましたが、支援献金者御芳名は、紙面の関係上、ニュースレターVOL.2に掲載することができま
せんでした。5月20日以前にお献げいただきました支援献金者御芳名はニュースレターVOL.2別紙にてご報告させていた
だき、支援献金してくださった団体・個人の方々にはニュースレターと共にお届けいたしました。 

                                                支援献金者御芳名（5/21～6/20） 敬称略・順不同 

＜団体＞ 寒河江キリスト教会 日本イエスキリスト教団池田中央教会 ラブソナタ岡山 ニューワインスキ 東京ベイインターナショナルチ

ャーチ 調布南キリスト教会 新居浜キリスト教会 川之江キリスト教会 長岡福音自由教会 宗教法人名古屋 岸和田福音キリスト教会 カ
リスチャペル白 オリーブキリスト ナカハラキリスト教会 宗教法人基督兄弟団 イガウエノ福音キリスト教会 宗教法人春日部 インターナショ
ナルチャーチ 純福音東京教会 ハウスオブプレイズ 宗像キリスト教会 東久留米泉教会 静岡梅屋町キリスト教会 植木キリスト教会 ニ
ューホープチャーチ 草加福音自由教会 グレイスシティチャーチ名古屋 こひつじキリスト教会成沢チャペル 大阪オンヌリキリスト教会 
コーナーストーン東京 ユラ教会 宗教法人山形第一 J-House リバイバル聖書教会 オオツチジョイフルハウス 関東福音自由教会合
同青年会 東京キリスト宣教教会 日本イエスキリスト教団大久保めぐみ教会 六日町キリスト教会 入間愛の教会 モリユリミュージックミニ
ストリーズ ジエイロツジ 川口福音自由教会 宗教法人飯能キリスト 新家バプテスト 宗教法人平塚福音 鹿児島リバイバルチャーチ ジ
ャパンミッションセンター 基督兄弟団神戸 基督兄弟団大和教会 日本ナザレン教団JNCM ギースブレクトコーリ 東京基督教大学ボラ
ンティアセンター 東京中央教会 大韓イエス教長老会（高神）緊急災難救助団 石巻オアシス教会 熊本地震祈祷会席上献金 イズミ聖
書教会 千葉栄光教会 宗教法人けやき 二日市栄光キリスト教会 横浜永谷キリスト教会 インターナショナルチャーチ カンバーランド
長老キリスト教会日本中会 中央栄光教会 大津バプテスト教会 日本フリーメソジスト 宗教法人川越福音自由教会 サクレクール教会 
南浦和バプテスト教会 目黒教会 ゴスペルチャーチトーキ 草津キリスト教会 全日本リバイバルミッション 東伏見福音キリスト教会 いた
ばし教会防災ネットワーク ライフリバーチャーチ浜北 ヨハン聖書教会 オオサカジヨガクインチ JWCTU 日本イエスキリスト教団大阪教
区壮年部 尾上聖愛教会 青森教会 京都平和キリスト教会 シオンライフチャーチ 福岡ジョイホープ シャロームキリスト教会 静岡サミ
ル聖書教会 ぶどうの樹キリスト教会 平安教会 ニューライフチャーチ 仙台福音自由教会 黒石教会 嬉野キリスト教会 独立新生葛飾
教会 おゆみ野キリスト教会 水俣福音キリスト教会 日本宣教会 茨木キリスト福音教会 北信太チャペル スズカゴスペルチャーチ トヨ
タホープチャーチ イズミノ聖書教会 ホープチャペル 群馬キリスト教会 福音伝道教団 桐生教会 日本同盟基督教団希望聖書教会 
十字式健康法普及会 金沢ドクリツキリスト教会 泡瀬バプテスト教会 城山キリスト教会 基督兄弟団福岡教会 日本アライアンス東京キリ
スト教会 片柳福音自由教会 福音伝道教団小山 JEA援助協力委員会 知多のぞみキリスト教会 アダチハナハタキリスト教会 BGEA 
JAPAN 藤沢福音自由教会 United First Methodist Church インターナショナル 金沢西聖書教会 鶴瀬恵みキリスト教会 シオンの群
教会  SECRETARY of the SYNOD of the DIOCESE of SINGAPORE コマキホープチャペル 西九州世の光 浦和福音自由教会 鷲敷
キリスト教会 鹿児島めぐみ教会 函館中央教会 枚方キリスト教会 春日井神領キリスト教会 ザ・リディームド  ウジイエ福音キリスト 岐阜
キリスト教会 三愛キリスト教会 岐阜キリスト教会ママズカフェ 京都グレースバイブル 泰野詩音キリスト 長崎めぐみ教会 高松田村町
教会 中津福音キリスト教会 ウェスレアン・ホ シオンの群教会 盛岡月が丘キリスト教会 舞鶴福音教会 チャーチオブジーザス奈良 
(株)デュートゴスペルグループ有志 福音伝道教団本庄 憩いの森チャペル桝田 グロリアハウス サンチャペル チャペルこひつじ プレ
イズチャペルいずみ なかよし会 基督兄弟団近畿教区 雑収入(被災者の不要本売却金) 気仙沼ストリートライブフェスティバル実行委
員会事務局 アライズジャパン オアシスチャーチ 高石聖書教会 南浦和バプテスト教会 旭キリスト教会 宗像ベテルクリスチャンセンタ
ー 大牟田バプテスト教会 三田福音教会 広島宣教協力会 日本福音ペンテコステ ふじみ野キリスト教会 十字架福音教会 沖縄キリ
スト福音センター 美浜教会 淡輪聖書教会 クリスチャン親和会 日本イエスキリ 福音伝道教団館林SAMIL教会 炎リバイバル教会 ふ
など教会 日本基督教団波浮教会 無教会全国集会 新宿シャローム教会 いのちのことば社 徳島聖書キリスト集会 インターナショナ 
ニューホープギフ カリスチャペルフクオカ キョウトグローリーチャー シモンコーラス 水俣病センター相思社 びわこシャロームチャペル 
関西地方教会連合京滋ブロック女性会  
＜個人＞ 藤井圭子 小林笑子 神山美聡 千葉雄司 トミヤチリコ 高木弦 早川明珠 スガワラキョウコ 阿見勝洋 獅々賀結実 岩田
芳美 斎藤磋貴子 梅垣秀人 浜中忠 奥田オードリー 佐々木淳二 安藤和子 川崎正子 井下由美 TAKASHI FUKUDA ハタケヤマ
ユミ 桑山洋子 細沼好子 カトウマキオ ニシフジヨウコ ニシフジノリコ 禹 木下やよい Jung Sung Kyung 澤田 木俣佳丈 尹英遠 石
倉直美 サトウナオトシ タイナオアキ ステッドマーカス  浦野利規子 武田増満 ソラハヌルサイ Mel&Bliss Nishida Wayne&Rae 
Tadaki  Harry&Eleanor Onaka  松崎義治 （無記名2名） 

                        お 見 舞 い 金 に つ い て   
現在九キ災では、皆様がお献げくださった尊い支援献金から熊本県下の諸教会を中心に、お見舞金をお渡ししています。
建物を被災された教会、礼拝を今までのように捧げられない教会、牧師先生の謝礼が滞る教会など、緊急性を要することが
考えられ、できるだけ早期にお渡ししょうとしています。また今後は被災された信徒の方々の個人支援も実施予定です。今
までの皆様のご支援に感謝すると同時に、今後ともご加祷、ご支援のほどをよろしくお願い申し上げます。       
                                           九州キリスト災害支援センター 代表 横田 法路 

                        九州キリスト災害支援センター                                                       
 ・本  部  （油山シャロームチャペル内）  Tel.  092-873-6235  (9:00～18:00)   E-mail : kyusyuchristdrc@gmail.com  

   ・熊本支部 （植木キリスト教会）   Tel.  080-3997-3255                          E-mail :  kcdrcvolunteer@gmail.com   
ＨＰができました。 http://kyusyuchristdrc.wix.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 

 
・ゆうちょ銀行     
  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 
ご送金いただいた方は、下記の連絡先にご
住所や連絡先を教えていただきますようお願
いいたします。領収書、ニュースレター等を
お送りいたします。 
 

 
E-mail : kyusyuchristdrc@gmail.com 

・ゆうちょ銀行以外の金融機関 
 
  【店名】七四八  【店番】748 
  
  【預金種目】普通預金  
   
  【口座番号】8923898 

注 ： 通帳記載上、全名称が 
入っていない場合があります 

http://kyusyuchristdrc.wix.com/kumamoto


熊本ローア教会の執事から、九キ災のボランティア
が震災直後から来てくれたので、ろうあ者が非常に
助けられたと感謝の言葉が述べられました。熊本
ハーベスト・チャーチの中村陽志牧師より支援の現
状報告がなされました。瓦礫撤去、片付け、炊き出
しなどの緊急支援に加えて、子ども達の心のケアや
教会や教職者への支援にも力を入れていくことなど
が述べられました。会議終了後、豊世牧師の案内に
よって、益城町の被災地視察が行われました。 

「 な ぜ 」 ではなく 「 どのように 」  

被災地の牧師より  メッセージ・証し・報告  

熊本地震発生から1ヶ月半、 
支援会議に全国から100名以上が参加 

5月30日（月）、震度７の激震に2度見舞われた熊本県益城町の木山キリスト教会で九キ災主催の熊本地震支援
会議が行われ、全国の教会・支援団体から100名以上が参加しました。九キ災代表である横田法路牧師は、これ
まで日本だけでなく海外からも多くの牧師の方々やボランティアが被災地を訪れ、祈りと支援を献げてくださった
ことに感謝を表しました。そして、「災害の時に『なぜ』と問うことよりも、『どのように』応じていくかが一人びとりに問
われている。この時こそ互いに重荷を負い合い、キリストの律法を全うしていく時である」と語りました。 

詩篇１３篇より「私の心は喜びます」と題して日本ナザレン教団熊本教会の中出牧夫
牧師がメッセージを語った後、被災した教会の3人の牧師がその体験を証ししました。
益城町の熊本東聖書キリスト教会の豊世武士牧師は、「瓦礫の中に閉じ込められた
娘は、聖書のみ言葉に励まされながら救助を待ち助け出された。会堂は全壊したが、
新しい場で礼拝し、伝道していく」と力強く語りました。木山キリスト教会の小田眞由
美牧師は、「世界中の教会から祈っていただき支援を受けて、教会はキリストにあっ
てひとつだ」と感謝を述べました。阿蘇市のゴスペルホームグローリー教会の渡辺雄
一兄は「阿蘇は観光や農業に大きな打撃を受け、将来への恐れがある。しかし『恐
れるな』とのみ言葉に信頼して従っていく」と語り、渡辺さつき牧師が「Because He 
lives」を賛美しました。 
 

教会や教職者への支援 
5/23～25、佐賀県の嬉野で牧会者のためのセルフ 
        ケアセミナーがJEAとの共催で行われた 

会場となった和多屋別荘と嬉野キリスト教会は隣接 

中出牧夫牧師 

豊世武士牧師 小田眞由美牧師 渡辺雄一兄 渡辺さつき牧師 

熊 本 地 震  

ボランティアの声・・・ 
九キ災では震災後１カ月半で延べ1200人余りのボランティアが支援活動に
参加しました。活動の様子と感想を紹介します。 

左：岩渕まことさん 
中：小坂 忠  さん 
右：森 祐理  さん 

避難所・幼稚園・高齢者施設などでゴスペルシンガーによるコンサートが 
開かれ、たくさんの方々がその賛美に慰められ励まされました 

農 業 支 援  

益城町のスイカ農家のお手伝いを
させていただきました。この農家
の方はご自宅も全壊された上、地
震によりスイカの苗の定植も大幅
に遅れているとのこと。九キ災で
は地震でお困りの農家の方々の支
援にも応じています 

炊 き 出 し  

益城病院での炊き出し290食です。
病院の給食設備が回復していないの
で、この場所は炊き出しのニーズが
あります。食べて頂いた方々からも
感謝の声をわざわざ伝えに来てくだ
さいました 

    地域の人々との 
個人的な信頼関係を築くこと 

が大切です。地道な地域での 

働きによって、地域の方々との 

良い関係が築かれていき 

つつあるのを感じます       最初、遠慮されて 
  いるのか、声をかけても断られる 

ケースが度々ありました。しかし、 

訪問していく中で被災者の「必要」が 

明らかになり、ボランティアが入って 

  いくきっかけになりました   

 炎天下のビニールハウス 

内は、まさにサウナ状態。 

お盆の収穫に間に合うように 

がんばりました！ 

瓦 礫 撤 去  

一人暮らしの方の自宅の瓦礫撤去作業をさせていただき
ました。災害ゴミ処理場で計ったところ、合計2トンほど
の瓦礫の山になりました。「この瓦の瓦礫を見るたびに
頭がおかしくなる」と言われて、心が本当に痛みました 

    「ボランティアの 

   皆さんが来てくれた 

  こと、本当に神様の導き 

     です。ありがとうござ 

         いました」と涙ながら 

    に話してくれました 

    博多キリスト教会で 
チャリティコンサートが行われました 

雨の中150名以上の方々が 
参加してくださり、皆で被災
地のために祈りを捧げました 

神山みささん 

RAM’S Voice 


