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野崎晴美豊世武林直子前田茂己吉川直美大木詩音神山美聡 JIFH近藤高史・千絵 岡工人・淑子 奇 跡 （Miracles） 九州キリスト災害支援センター 理事長 横田法路

支援献金を心より感謝いたします

(通帳記載上、全名称が入っていない場合があります)
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熊本ベースや仮設住宅で催されたクリスマスイベント・キャンドル作り

キ リ ス ト に あ っ て ひ と つ

■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         
E-mail : kcdrcvolunteer@gmail.com 

■宮崎支部事務局 (霧島キリスト教会内)

〒880-0032   宮崎市霧島2-20

E-mail : 9kisaimiyazaki @gmail.com       

http://miyazaki9ki.html.xdomain.jp 

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 (油山シャローム教会内)

TEL. & FAX.   092-873-6235  
E-mail : kyusyuchristdrc@gmail.com 

ホームページQRコード

■振込口座 NPO法人九州キリスト災害支援センター

● ゆうちょ銀行 /【記号】17420  【番号】81598531

●【郵便振替】郵便局（ゆうちょ銀行）/  01720-5-169579
※振込手数料が免除となる振込用紙をお送りします。本部事務局までご連絡ください。

● 三菱東京UFJ銀行 / 福岡支店普通預金【店番 652】【口座番号】2613361

※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。

■支援献金者御芳名（2017/9/21～2017/12/31 2017/7/7～2017/9/30日田受付分）敬称略・順不同

「天国からの奇跡」という映画を、先日DVDで観ました。実話に基づいたストーリーで、小さな田舎町

で暮らす少女アナが重い消化器系の病を患います。専門家のいる大病院にようやく受け入れてもらい、い

ろいろな手は尽くしますが、病状は改善せず、ついに失意のうちに自宅に戻ることになります。そのよう

な中、アナが庭の大木から落ちるという事故が起きます。幸いにも、一命はとりとめるのですが、そこで

不思議な奇跡が起きます。それをきっかけに、彼女の病までもが癒されるのです。そして皆が喜びます。

最後のシーンで、母クリスタがこのような内容のことを語ります。アナが癒されたのは確かに奇跡です。

でも、奇跡はそれだけではなく、苦しみの中でいろいろな方が示してくれた愛、そして親切の一つ一つが

奇跡であったのです。（大病院での診療の道が閉ざされて落ち込んでいた時、笑顔で声をかけて励まして

くれたレストランのウエイトレス、ドクターに掛け合って受診の道を開いてくれた病院の受付の人、アナ

を励まそうとはるばる病院に駆けつけてくれた家族、・・・）。

九州キリスト災害支援センターは、熊本地震後に立ち上がった小さな新しい団体です。にもかかわらず、

地震からもうすぐ2年を迎えようとする今も、そしてこれからも支援活動が継続できるというのは、まさに、

「奇跡」です。しかしこの奇跡は、多くの方が示して下さった愛と親切、そして祈りという日々の奇跡の

上に立っていることを覚えずにはおられません（被災地の方々やスタッフを覚えて祈って下さっているこ

と、被災地に来てボランティアワークをして下さっていること、各地でチャリティバザーやコンサートを

開いて下さっていること、自分の生活を切り詰めて寄付して下さっていること、被災地情報を他の方にも

伝えて下さっていること、・・・）。本当にありがとうございます。

今年から、わたしたちはNPO法人として新たな出発をしました。キリスト様が「ひとり」を大切に愛を

示して下さった原点を忘れずに、わたしたちも「ひとり」を大切にする愛の支援を続けていきます。「キ

リストさん」の中におられるキリスト様を見い出してくださる日が、やがて訪れることを信じつつ。

「わたしがあなたがたを愛したように、あなたがたも互いに愛し合いなさい」（聖書）

振込口座が

変わりました



2017年12月

NPO法人が設立しました

九キ災は2016年4月に発生した熊本地震で被災した地域と教会に

対して支援活動を続けてきました。NPO法人の申請が承認され、

2017年12月よりNPO法人九州キリスト災害支援センターが設立

いたしました。

当センターはキリストの愛と奉仕の精神に基づき、災害で被災さ

れた方々や教会に対して支援活動を行うとともに、地域住民の

方々に対して防災および災害支援についての啓発活動を行うこと

で、被災地の復興および防災対策に貢献していきます。

地震発生以来、延べ9,000人を超えるボランティアの方々に支え

られて支援活動を続けてくることができました。これからも住民

の方々の声に耳を傾け、寄り添い、向き合っていくことを心掛け

ていきます。災害支援の活動から、今年は生活支援と心のケアを

中心に活動を続けていきます。

熊本地震

益城町では、解体前の片付け作業に

関してはほぼ終えることができまし

た。熊本市は2018年3月まで公費解体

の期間となっており、九キ災や他の

民間ボランティア団体と連携を図り

ながら活動が進められています。

●ワークによる支援

代 表

理 事 長 横田法路（油山シャローム教会・牧師）

副理事長 中村陽志（熊本ハーベストチャーチ・牧師）

理 事 宮内誠二（福岡福音自由教会・牧師）

理 事 竹崎光則（日田福音キリスト教会・牧師）

監 事 藤野雅士（油山シャローム教会・教会員）

支 援 活 動 内 容

当センターでは、被災地や支援を必要としている方々に対して
５つの支援を行います。

賛 助 会 員 募 集

私たちの働きに賛同して継続的にご支援してくださる
方を募集しています。詳細は九キ災のHPまたは本部
事務局までお問い合わせください。

■年会費：賛助会員 / (個人) 1口1,000円 (1口以上)

(団体) 1口3,000円 (1口以上)

日本宣教フオーラム

2018年3月9日（金）13:00～17:00
八仙閣本店（福岡市博多区博多駅東2丁目7-27）
入場無料（席上献金あり）

Ⅰ部 講演「キリストの愛をもって被災者に寄り添う」
タッチインターナショナル理事長 Rev. Eugene Seow氏

Ⅱ部 講演「東日本大震災の経験から宣教を考える」
宮城宣教ネットワーク代表 大友幸一氏

Ⅲ部 講演「宣教の歴史から見た包括的宣教と災害支援」
東京聖書学院教頭 西岡義行氏

(Ⅱ部・ Ⅲ部はパネルディスカッション）

座席に限りあり。定員になり次第締め切ります。
詳細は本部事務局までお問い合わせください。

出 版 書 籍

「キリストさん」と呼ばれて
支援の現場から宣教を考える

九キ災の今までの歩みと今後の
活動について1冊にまとめました

2018年3月
いのちのことば社より出版

定価（本体1,800円+税）

益城町役場から４つの仮設団地（広前、津森、
安永、馬水）の自治会運営の常駐サポートを委
託され、1年以上が経ちました。

それぞれの仮設団地で月1 回ずつ開催しています。

●仮設団地での支援

・大人向けのコミュニティーづくり支援会
「ましきっ茶」 (木曜日 10:00~12:00)
・子ども達の遊びたい気持ちに寄り添う支援会
「ましキッズ」 (土曜日 10:00~12:00)

ましキッズ～プラ板作りましきっ茶～エコたわし・コースター作り

益城町仮設は少しずつ生活再建の動きとして仮設を退去される方が出てきています。嬉しい事ではありますが、
仮設で出会った方々との別れに寂しさを感じておられている方もいます。

朝倉では、仮設住宅及び見なし
仮設住宅に住んでおられる世帯
は約360件あります。クリスチャ
ンアーティストの方々が被災地
の方々を覚えて訪れてくださり、
仮設住宅集会所や町の中心にあ
る温泉施設でコンサートを催し
てくださいました。住民の方々
はその歌声や演奏に慰め励まさ
れ、大変喜んでくださいました。

●コンサートによる支援

岩渕まこと＆由美子さんご夫妻 吉村美穂さんと野田常喜さん Migiwaさん

九州北部豪雨被災地・朝倉より

韓国浦項（ポハン）地震

緊 急 支 援

11月15日韓国の浦項でM5.4の地震

が発生しました。浦項は釜山から北

におよそ100キロの所にある都市で

す。建物への被害や負傷者が多数出

ました。

浦項地震のための支援金受付中

振込口座は裏面に記載

「浦項地震のために」と必ず明記。
送金後、本部事務局にメールか電話で
ご住所・連絡先をご連絡ください。

これまで韓国の教会から、熊本地震、九州北部豪雨災害において多大

な支援をいただいてきました。そこで九キ災では、12月5～6日に浦項

へ横田理事長、中村副理事、通訳として佐味牧師を視察チームとして

派遣しました。地域の被災者への支援は政府やNPOにより速やかにな

されていましたが、被災した教会に対する支援が圧倒的に不足してい

ました。中村副理事が再度、浦項を訪問し九キ災からのお見舞金をお

渡ししました。引き続き九キ災が窓口となり、韓国の教会・宣教団体

と協力しながら、日本の諸教会も支援を行っていけたらと願っています。

倒
壊
し
た
教
会
の
前
で

九キ

新体制に移行する前の運営委員会

12月11日の委員会。九キ災の働
きを背後で支えてくださった先生
方です。心から感謝いたします。

九州北部豪雨の被災地支援
ため、遅れていました
「ファミリンク」を10月よ
り開始。早速、サポート
ファミリーから送られて来
たLOVEボックスを被災さ
れたご家族に大切にお届け
しました。

＜被災された家族＞と＜支援者＞を愛でつなぐ LOVEプロジェクト

熊本ベース・スタッフ

2018年も続けていきます

「地域に寄り添い、向き合う支援」


