
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  （9:00～18:00） 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         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

す べ て を つ な い で く だ さ る お 方

「 キ リス ト さん 」
九州キリスト災害支援センター 代表 横田 法路

（日本イエス・キリスト教団 福岡教会 牧師）

＜団体＞ 聖句書道東京展 日本フォースクエ カイガイカンコクジンチ 福岡女学院大学 昭和聖書教会 日本基督教団新宿西教会 折尾クリス
チャンチャーチ 基督聖協団清瀬教会 飯能キリスト聖園教会 チャペルハーモニー 茅ヶ崎シオン・キリスト教会 岸和田聖書教会 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰﾌﾘｰ
ﾒｿｼﾞｽﾄ教会「M3」 金武バプテスト教会 クリスチャンウエイ オウミフクインーハマオカ 知多のぞみキリスト 救世軍福岡小隊 ギフケンカカミガハラシ
福岡バイブルチャーチ 湘南グレースチャーチ アガペー三田キリスト教会 京都福音教会教会学校 福音伝道教団足利 福音伝道教団桐生 シオ
ン・キリスト教団蒲田教会 オガワショウテン B.F.P.Japan 湘南のぞみキリスト教会 横浜クリスチャンセンター 平塚福音キリスト教会 ヨロコビケンキュ
ウカイ 豊見城神の教会 ぶどうの木聖書教会 BLESSING FLOW シュウ）ニホンキリストゴ 鈴鹿ゴスペルチャーチ 日本アライアンス教団大阪キリス
ト教会 基督兄弟団神戸教会 長浜純福音キリスト教会 塩屋キリスト教会 TLCCC熊本 フクオカアガペキリスト 福岡福音自由教会 カナザワドクリツ
キリスト ケイセンキリストキョウカイ 藤沢福音自由教会 那覇平安教会 紀泉台ウエスレーチャペル 油山シャロームチャペル 都筑コミュニテイ教会 西
南学院中学校・高等学校 大阪シオン教会・シオンキッズベルチーム 堺大浜キリスト教会 ニホンキリストキョウダン 認定NPO法人Hope and Faith
International 東久留米泉教会 マルヤマセイショキョウカイ ALL4ONE 佐賀神の教会 中津福音キリスト教会 福生ベテル教会あきる野チャペル カリス
チャペル福岡 日本長老教会高松 前原キリスト福音教会 ヨコハマシオン・キリスト 日本同盟基督教団 西南女学院高等学校ﾎﾞﾗﾝﾃｲｱ部 熊本東聖書
キリスト教会 大分キセキコンサート ゴスペルfor3.11 ルーテル学院大学 みうらまいこ＆矢嵜風花コンサート 久留米聖書教会MIGIWAコンサート 森祐
理イースターコンサート 熊本ハーベストチャーチ キセキコンサート あい教会 水俣福音キリスト教会 本郷台キリスト教会 MB石橋キリスト教会 JECA
西日本地区災害支援室 熊本植木キリスト教会 パークサイドチャペル デフキリスト者フェローシップ 宮崎柳丸キリスト教会 共同募金会 日本チャーチ
オブゴッド教団 国際シャロームキ エブリネイションチャーチ横浜 野方キリスト教会 町田防災ネットワーク レーナマリアコンサート手話通訳者一同
KALIHI UNION CHURCH 八潮キリスト教会 アイノキリストキョウカイ 淡輪聖書教会 国際基督教大学高等学校キリスト教活動委員会 KGK北陸
Makiki Christian Church KOJAMA ｲﾝﾏﾇｴﾙ聖宣神学院ｷﾘｽﾄ教会 ｼﾞｮﾝﾙｰｶｽ&ﾚｲﾝﾎﾞｰｺﾞｽﾍﾟﾙｸﾜｲﾔｰ 関東合同青年会 JECA西日本地区災害
対策室ボランティア20陣 九キ災宮崎支部 MCSメサイアコーラルソサイエティ

＜個人＞ 拝高正剛 中野広明・典子 山田香菜 ブラウン明子 細沼好子 みうらまいこ・矢嵜風花 羽鳥敏子 アベハジメ 長田正和 脇坂勇 伏
見美恵子 オノゲンイチ 籾山賢太郎・恵美子 小林笑子 清水直彦・香織 デイヴイスノリコ イシイケイコ 彌冨チヨノ アベカネミ 増子憲一 山室
紀子 吉津礼子 竹永聖子 ヤマサキユミコ モリモトヨシヤ 小山さおり 垣花樹・ルツ 宮川正 西島絵理子 坂井公子 横山真弓 上田 三小田民
子 吉田龍昭・喜代 鈴木麻喜子 横田千代子 鈴木イツノ 野口進二 神向寺恭久 岩間洋 マツモトメグミ 閔信基 新倉春美 室脇貞子 河村聡
子 フジカケイジ 相原道夫 奥園淳・真理 伊関ミハル 太田知恵 米田 ハセガワ 福田一二三 綿引京子 斉藤 三ツ本明子 James Satterley
中川真由美 Shigeyuki Yokai 大谷信矢 加藤祥子 渡辺且子 今給黎修 イケノタカヤ リチャーズ葉子 和田留美 浜副貴久子 金山牧人・碧 原
啓二郎・美知子 松田光江 菊川英臣 西田正己 川添 MACF関根一夫 上野啓希 森 美恵子 匿名1名 無記名11名

支援献金を心より感謝いたします 支援献金者御芳名 （2017/3/21～2017/6/20） 敬称略・順不同

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

No.
2017. 7 9

Newsletter

キ リ ス ト に あ っ て ひ と つ

レーナ・マリアさんによる復興支援コンサート （くまもと森都心プラザにて）

会 計 報 告 2016年4月20日より2017年5月31日まで （単位 ：円）

11,381,234
指定献金

14,942
雑収入

収入 114,237,458

102,841,282
支援献金

支援活動費

33,236,529

教会堂再建等支援

25,592,975
各指定先へ

11,381,234

お見舞い金

8,300,000

本部事務・広報・会議

7,164,069

支援物資費

1,303,850 熊本支援活動基金
25,258,801

支出 114,237,458

NPO 設立基金
2,000,000

(通帳記載上、全名称が入っていない場合があります)

震災以降一年間、九州キリスト災害支援センターの働きを覚えてお祈りくださり、またあたたか

いご支援を賜り、心から感謝申し上げます。現在も、熊本県の益城町を中心に、支援活動を継続し

ています。地域の方々は「キリストさん、キリストさん」と親しみを込めて呼んでくださり、わた

したちの支援活動を信頼し、受け入れてくださっています。スタッフもボランティアの方々も、こ

こでの愛のわざのすべてが、わたしたちの内におられる「キリストさん」から流れ出ていることを、

いつの日か、地域の方々が知ってくださる時が来ると信じ、期待し、黙々と、しかし喜んで支援活

動を続けています。このような活動を一年間続けてくることができたのは、このニュースレターを

読んでくださっている皆様のうちにおられる「キリストさん」のお陰です。みなさまの背後の支援

なしには、継続することはできませんでした。本当にありがとうございます。

現在、多くの団体がさまざまな事情のゆえに、被災地から撤退していますが、現地のニーズは、

まだまだあります！「もう一年」ではなく、「まだ一年」です。まだまだ継続の必要があります。

ぜひ、キリストにあって、続いてお祈りください！ また、支援の継続をお願いいたします。

支援活動のさらなる継続のために、また次なる大災害に備えて、わたしたちは祈りの中で、九州

キリスト災害支援センターをＮＰＯ法人化することに導かれました。年内の資格取得を目指して、

現在、手続きの準備中です。この歩みが主に正しく導かれていくように、お祈りください。

「あなたがたは皆、キリスト・イエスにあって一つだからである」ガラテヤ３章２８節

http://kyusyuchristdrc.wix.com/kumamoto


益城町、熊本市内、南阿蘇村で、倒壊家屋の解体に伴う

家財の取り出し、仕分け、片付け作業などが行われてい

ます。常時30件を超える依頼があり、順に応じています。

仮設団地
支援

イベント

熊本地震

九キ災が立ち上がって1年が経過し、益城町に拠点を構

えて９ヵ月。その支援活動が益城町の行政活動として認

知されるようになりました。益城町より４つの仮設団地で

の自治会運営の常駐サポートも委託されています。

ボランティアの方々の誠実な活動が確実に地域に根づき、

実を結びつつあります。

地域と共に

地域に根ざした

支援をめざして

仮設団地の方々の交流の場として立ち

上げられた「ましきっ茶」に加え、子ども

達の遊びたい気持ちに応える場、ストレ

スの発散の場として「ましキッズ」 が始ま

りました。毎月１回ずつ、担当４仮設団地

を順番に巡って開催しています。

好評の 「おとなの塗り絵」

熊本地震後1年を経て、多くのアーティ

スト達が熊本・大分を訪問してくださり、

仮設団地、高齢者施設、地域教会など

でコンサートが催されました。被災地

域の方々の心に愛と慰めが届けられ

ました。

ましきっ茶 (木曜日10:00～12:00)

ましキッズ (土曜日10:00～12:00)

ワーク

一人では無気力で落ち

込んでしまうが、今

回ボランティアさん

が来てくれた

ので、やる

事ができ

ました。

活動中に依頼主さんと交流

したり、同じ時間を共有でき

た事が感謝でした。

作業終了後、依頼主さんが

「もっと早く頼めばよかった」

「やっぱりキリストの方々で

すか」とおっしゃっていたの

が印象的でした。

バルーン遊びテント CD「キセキ」のアーティスト達

森佑理さんによるコンサート

子ども達が心も身体も解放されてのびのび

遊ぶことは成長発達過程の中でとても大事な

ことです。大きな災害があった場所で過ごす子ども達は精

神的にも物理的にも我慢を強いられ、継続的なストレスを

受けています。子ども達の健やかな成長のためこの働き

を続けていきます。

懐かしい
歌や励ま

しの歌、希望の歌
があり、皆で口ずさ
んだり、手拍子をし
たり、温かいコン
サートでした。歌と
交えて話された言
葉に励まされました。

１年前は苦難にあった

同じ場所でこのように

皆で賛美がささげられ

るとは想像もできませ

んでした。まさに奇跡

ですね。

＜被災された家族＞と＜支援者＞を

愛でつなぐLOVEプロジェクト

詳しくは、九キ災熊本ベースのファミリンク担当（専用ダイアル 080-3997-3255 ）まで

支援者は、1年間月1回、プレゼントを準備し専用ボックス

に入れて熊本ベースへ郵送していただきます。九キ災が

架け橋となって被災された家族（ファミリー）にプレゼント

を届けます。12回のつながり（リンク）を通してお互いの

愛と信頼を育みます。このプロジェクトが被災者への継

続的な励ましになることを期待しています。

防災ネットワークセミナーが博多キリスト教会で

行われました。午前の部は佐藤彰先生による東

日本大震災を経ての貴重なご体験と教訓を分か

ち合っていただきました。午後の部は「地域にお

ける教会防災ネットワーク形成」について、町田

防災ネットワーク代表の山尾研一先生にセミナー

をしていただきました。日頃の「顔の見えるコミュ

ニティ作り」がいかに大切であるかを学びました。

１７教会７０名以上の参加がありました。

に える備

福岡地区初の防災ネットワークセミナー開かれる

九キ災・宮崎支部では防災ネットワークが立ち上がる

セミナーの様子

宮崎支部では将来起こり得る南海トラフ

地震対策として、教会災害ネットワーク

構築が活発に行われています。6月12日

には熊本ベースのスタッフを招き勉強会

が開催され１５教会が参加しました。

宮崎支部の災害ネットワークのメンバー

九キ災 会計 宮内誠二

（福岡福音自由教会牧師）

熊本地震から１年が過ぎました。この間、日本国内の多くの方々をはじめ、国外は

シンガポール、韓国、香港、フイリピン、ネパール、マレーシア、フランス、ニュー

ジーランド、オーストラリア、アメリカから、予想をはるかに上回る支援献金が九キ

災に届けられました。全世界の皆様方の祈りと共にささげられた愛の献金を心から

感謝いたします。こんなにも多くの方々に覚えられていることに大きな感動と励まし

を頂いています。壮大な神の家族の交わりの素晴らしさを改めて知らされました。

今後も支援活動は続きます。また、九州各県での防災ネットワーク作りや防災セミ

ナー等にも取り組んでまいります。引き続きお祈り、ご支援をよろしくお願いいたし

ます。全世界の主にある皆様方との愛の交わりを心から感謝いたします。

（1年間の会計報告は裏面に記載）

http://www1.bbiq.jp/kiri-ch/9/
九キ災・宮崎支部HPをご覧ください

支 援 献 金 へ の 感 謝

http://www1.bbiq.jp/kiri-ch/9/

