
九州キリスト災害支援センター

・本 部 〒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  （9:00～18:00） E-mail : kyusyuchristdrc@gmail.com 

・熊本支部 〒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

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

■ ご送金いただいた方は、九キ災本部メール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。

■ 支援活動を支えてくださる協力教会を募集しています。登録いただいた教会にはニュースレターやメルマガを送信いたします。
メルマガをご希望の方も登録ください。隔週で新しい情報を送信いたします。九キ災本部メールにその旨ご連絡ください。

◆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＞

＜団体＞熊本ベース開所式席上献金 ニホンキリストキョウダン 伊賀上野福音キリスト ACROSS 純福音東京教会Tomoni青
年部 純福音東京教会ﾎﾞﾗﾝﾃィｱ一同 CCC北九州チャペル 日本福音自由教会 福岡エルシオン教会 木山キリスト教会 国
分福音教会 SO SO GOODワタヒキ 盛岡月が丘キリスト 飯塚ナザレン教会 飯能キリスト聖園教会 大津バプテスト教会 日
本アライアンス教団 松任聖書教会 日進ベタニヤ幼稚園 平塚福音キリスト教会 インターナショナルチャーチ草津キリスト教会
京阪神愛福音キ ヨハン西宮キリスト 福岡バイブルチャーチ ぶどうの木聖書教会 一般社団法人ビーワンのぞみプロジェクト
名古屋愛知キリスト教会 石巻中央キリスト教会 東北中央教会 ｳｴｽﾚｱﾝﾎｰﾘﾈｽ教団九州教区 イエス・キリストエイコウキ 日
本イエス・キリ 福音伝道教団桐生 練馬バプテスト教会 サルーキーコンサート剰余金 塩屋キリスト教会 ニューホープ横浜
ケイヒンフクインキリ エブリネイションチャーチ 博多キリスト教会女性会 清水シャロン教会 熊本東聖書キリスト教会 日本聖約
キリスト教団災害支援委員会 皆野キリスト教会 京都福音自由教会 茨木キリスト福音教会 ブイオーブイイモト ゼンリンキリス
ト教会 バイブル＆アートミニストリーズ オガワショウテン SECRETARY OF THE SYNOD OF THE DIOCESE OF SINGAPORE
日本キリスト改革派教会大会執事活動委員会 久留米聖書教会 八潮キリスト教会 佐伯福音キリスト教会 福岡ジョイホープ
京都平和キリスト教会 みことば企画株式会社 寄居主イエス・キリストの教会 聖泉キリスト教会 日本キリスト宣教団 長浜純福
音キリスト教会 9syu Dir 淀橋教会 東日本大震災＆熊本地震超教派祈祷会 有限会社ヨシュア ヨハン浜松キリスト教会 北
九州泉キリスト教会 函館クリスマス実行委員会 救世軍函館小隊 大和カルバリーチャペル 千里聖三一教会教会学校 ﾛｰﾘﾝ
ｸﾞﾋﾙｽﾞ･ｶﾍﾞﾅﾝﾄ教会日本語ﾐﾆｽﾄﾘｰ 飯能キリスト聖園教会 カリスチャペル福岡 昭和聖書教会 八戸キリスト教会 ゴスペルグ
ループＯＶＧ クラッシュジャパン ホーリネス鳩山のぞみ教会 J-House グレイスアカデミー 幌向小羊教会 相模原グレース
チャペル 宮崎ラブチャーチ 単立北上キリスト教会 平バプテスト教会 内子キリスト教会 旭キリスト教会 水島聖約キリスト教
会 鎌倉海岸キリスト教会 キリスト教たんぽぽ教会 独立新生葛飾教会 倉敷市民クリスマス 徳丸町キリスト教会 盛岡みなみ
教会 別府不老町教会 土浦グレイスキリスト教会 池田中央教会 博多ニューライフ教会 玉川神の教会 貫井南町キリスト教
会ゆりの会 富士吉田キリストの教会 善通寺市民クリスマス 波崎キリスト教会 シオン・キリスト教団蒲田教会 地球村教会2016
名古屋愛チーム 大分恵みキリスト教会 CITY HARVEST CHRCH 淡輪聖書教会 市民クリスマスin千葉 油山シャローム・西
南女学院高校(街頭募金) 西南女学院中学高等学校 バイパスホンダ株式会社 クリーニングやまだ 福音伝道教団桐生 清
瀬グレースチャペル 京都クリスチャンフェローシップ B.F.P.Japan 泉野聖書教会 東戸塚キリスト教会ベタニヤ婦人会 和歌
山ｺﾞｽﾍﾟﾙﾗｲﾄｾﾝﾀｰ 平幼稚園 名草キリスト教会 綾瀬教会 いなみチャペル TLCCC熊本 日田福音キリスト教会 大泉セン
トラルチャペル 久遠基督教会 一麦京都キリスト教会

＜個人＞ デニス・サファテ 武田増満 小林笑子 黒田一郎 古山隆・礼子 田川貴子 田中勝利・恵子 西島絵理子 クロサ
ワマリサ 松野牧人 細沼好子 神山みさ マツオカヨウコ 脇坂勇 羽鳥敏子 ワタナベマサコ フクダヤスシ 金ジェラン ジョイ
建築設計事務所寺田 多田未來 古賀弘毅 矢野嘉世 野口進二 井出勝 セノウエミチコ カワグチ 吉原幸子 拝高正剛
北中芳樹 服部眞彰・祥子 松井牧子 副田多恵子 光原摂子 ホンダスミヨ ミワマミコ 木村淑子 藤本新二 久永紀子 ワカ
マツジュンコ フジモトチトシ 山室紀子 アライヒトミ 福島七郎 井置浩三 栗山豊・泉 李志雄 大喜多義也 島田治夫 木下
仁 足立学 濱田隆 葛葉美奈子 武田美帆 三上三香 ハセベヒロコ 西村信恵 ボイズニック・直美 國松裕子 宮﨑彌男

支援献金を心より感謝いたします 支援献金者御芳名 （10/21～12/20） 敬称略・順不同

( 注 ： 通帳記載上、全名称が入っていない場合があります)
街頭募金（小倉駅前）
西南女学院高校ボランティア部
油山シャロームチャペル有志

益城より感謝をこめて 木山キリスト教会 牧師 小田 眞由美

震災から８ヶ月が過ぎました。あっという間の８ヶ月です。

やっと最近更地があちらこちらと目立つようになりつつありますが、ちょっと奥に入るとまだまだ手つかず

の所多しです。今日もクリスマスの集会チラシを持ってあるお宅を訪問すると「こないだは仮設で木山教会

からケーキをもらったよ」と、声をかけられました。私たちは何もしていないのに、全国から来られたボランテ

ィアの方々のおかげで、地域の方々とつながらせていただいています。スーパーでもお花屋さんに行って

も気軽に話しかけられ、時には相談までされることもありました。ある未信者の方は「これからはキリスト教の

時代だ！」とまで言われました。いかに教会が、キリストさんが、認知され信頼されているのかが感じられま

す。町の方々の信頼を裏切らないように、せっかくボランティアの方々が培ってくださった関係を壊さないよう

に、祈りつついよいよ愛を増し加えてくださいと祈るばかりです。

そんな中、一つ悲しい知らせがあります。近くの町営団地に住む独り暮らしのお年寄りが、12月16日、火

事で亡くなりました。原因はまだ調査中ですが、仮設であれば一人暮らしとわかりますから、声もかけられま

す。しかし団地やアパートではどこにどんなふうに誰が住んでいるのかわかりません。これから寒くなる中、

家から出にくくなるお年寄りなど心配なところです。お祈りいただけますように、また教会の皆さんと共に少

しづつ地域に仕えていく教会になれますようにと願っています。

キ リ ス ト に あ っ て ひ と つ
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仮設住宅の集会所「みんなの家」でのクリスマス会

「教会堂再建支援献金」および「クリスマス支援献金」をお捧げくださった皆様に感謝いたします。
教会堂再建プロジェクトのために用いらせていただき、熊本・大分にある２３の被災教会へ支援金を
送らせていただきました。 九キ災 代表 横田 法路

http://kyusyuchristdrc.wix.com/kumamoto


これまでの九キ災の活動が認められ、仮設住宅での自治会運営の常駐サポートを益城町役場より委託
されました。地震発生以来のべ5000人を超えるボランティアの方々の心を込めた働きにより、行政側か
ら信頼をいただいき、依頼されることになりました。現在４つの仮設（広崎、津森、安永、馬水）を担当さ
せていただいています。今回地震発生より初めての年末年始。被災された方々が心温まるクリスマスと
新年を迎えていただけるよう２つのプロジェクトを実施しました。

九キ災が４つの仮設住宅の自治会運営をサポート

熊 本 地 震

１０月末にほとんどの避難所が閉鎖。住民の方々は仮設住宅、みなし仮設へと移られました。地震発生
から８カ月の時点で、損壊した自宅を離れ、仮設住宅や公営住宅で暮らす被災者が約４万１０００人に
上ることが分かりました。県集計によると、それは県民の４３人に１人にあたります。

熊本県民の４３人に１人

４万１０００人が仮住まい

1

各仮設住宅の集会所にクリスマスツリー
を飾りました。そして九キ災が担当して
いる４つの仮設と他２つの仮設（テクノ、
木山）、総戸数８００戸を訪問してカード
を添えてクリスマスケーキをお届けしま
した。熊本の諸教会及び全国からたくさ
んのボランティアが協力してくれました。

２2
仮設団地内へのコミュニティー形成支援
として、菊南温泉「あがんなっせ」への親
睦温泉ツアーを行いました。10才のお子
様から95才のご高齢の方まで参加してく
ださいました。一緒にお風呂に入りなが
ら、色々なお話しをしてお互いにより親
しくなることができたようです。「あがん
なっせ」の方々も、被災地支援に関われ
たことを心から喜んでくださっています。

熊本・大分復興支援チャリティアルバム
全国のクリスチャンアーティスト、シンガーたちが立ち上がり、被災地への

ために思いを込めて歌った「奇跡」を含むチャリティアルバム「キセキ」が完成！

『キセキ』
全15曲

kyusyuchristdrc@gmail.com✉

kumamoto

現在、熊本ベース10名、福岡本部4名のスタッフで活動しています。
今年も全力で地域の皆様にお仕えしていきますので、よろしくお願いいたします。

九 キ 災 ス タ ツ フ 紹 介

後方支援

佐藤 龍平

全力で神を愛し、
熊本を愛します！初心を忘れずに

仕えていきたいです

事務・会計

戸田 仁美

ボランティアコーディネート
仮設サポート

諸藤 栄一

たくさんの
出会いに感謝

つながる喜び

メルマガ・くまもとスマイル

門野 肇

青い屋根
我々去る時
虹色へ

ベース運営・イベント・PA

戸田 潤

医療・看護・福祉の
専門職チームの設立を
目指しています

看護・ぬいぐるみプロジェクト
仮設サポート

山中 弓子

福岡本部 代表

横田 法路

神様の助けをいた
だきながら後方支
援の働きをしっか
りやっていきた
いと思います

福岡本部 会計

宮内 誠二

全世界の皆様から
の祈りと共にささげ
られた尊い献金を心
から感謝いたします。
大切に管理し、適切に
用いさせて頂きます

福岡本部 事務局

小林 笑子

ジグソー
パズルの一片と
なり、被災地の
回復の完成図に
向かって！

福岡本部 広報

佐味 健志

2017年も福岡
の地より被災地
のため尽力します！
九州ファイト！

ワークリーダー
仮設サポート

弓田 智

キリストの
心で、誠実に
仕えていき
たいです

ワークリーダー

弓田 哲彌

たくさんの
ボランティア

に感謝
します

人々と寄り添って
いきたいです

熊本ベースディレクター

中村 陽志

これからも
ボランティア
募集しています

ワークリーダー
仮設サポート

石川 主実

猫に癒や
されながら
仕事して
います

＜くまもと家族＞と＜あなた＞をつなぐ

九キ災では、被災された１家族
を、１家族または１グループが
継続的に支援するファミリンク
キャンペーンを実施し、支援し
てくださる家族・グループを募り
ます。詳しくは後日お知らせい

たします。

または

熊本の
１家族 １グループ

１ 家 族

宮崎支部が立ち上がりました！

宮崎にある13教会が災害対策
のためのネットワークを形成し
ました。今後、定期ミーティン
グやセミナーを企画して
いく予定です。

このCDを被災地支援の募金活動に活用されたい方や団体様は下記のアドレス
までお問い合わせください。個人鑑賞用に関心のある方もご一報ください。

１月の毎土曜日 計４回
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