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働き人を送ってください！ 

「それから、イエスは、すべての町や村を巡って、会堂で教え、御国の福音を宣べ伝え、あらゆる病気、

あらゆるわずらいを直された。また、群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをか

わいそうに思われた。そのとき、弟子たちに言われた。『収穫は多いが、働き手が少ない。だから、収穫の

主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。』」               マタイ ９:３５～３８ 

今年４月に熊本地震が発生し、全国・全世界のクリスチャンの祈りと、実際のボランティアと、捧げものに支えられて

半年が経過しました。これまでに４７７４名の方がボランティアとして働いてくださいました。祈りに覚えていただくととも

に、実際に足を運んで被災地に来ていただいた多くの方々に、スタッフ、熊本県内の教会、被災者の方々は大きな

励ましをいただきました。 

１０月より九キ災は地震で最も被害が大きかった益城町にベースを置くことになりました。被災された方々も避難所

から仮設住宅に移り、倒壊した家屋の撤去作業もすすめられているところです。私達は引き続き、被災された方々の

引越しや片づけなどのボランティアワークを行いながら、チャリティーコンサートや仮設でのコミュニティーづくりの協

力などを行っています。益城町にベースを置くことで、より一層被災された方々に寄り添った支援活動ができると考え

ています。 

しかし、このところにきて ボランティアの数が激減 しているのです。九キ災のチラシを見たり、知人や友人の紹
介でボランティア依頼の電話が後を絶ちません。また他の支援団体からも、ボランティア派遣の依頼が多く寄せられ

ています。まだまだ私達は 働き人を必要  としています。 
また地震を経て初めてのクリスマスを熊本の人々は迎えようとしています。そのような中で仮設住宅の方々にクリス

マスツリーとクリスマスケーキなどをプレゼントするクリスマスケーキ・プロジェクトを計画しています。ぜひ皆様がつな

いでくださった熊本の支援の働きを、宣教につなげるためにも、さらなるボランティアを必要としています。ぜひ熊本

の被災地の人々を助けていただけないでしょうか？ 

この熊本の被災地において、キリストの希望の光が人々の心に灯りますように！ 

 仮設住宅の方々がクリスマスを 
   笑顔で迎えられますように・・           ◆ ケーキのプレゼント 
   ◆ ツリーの贈呈と点灯式 
   ◆ クリスマスコンサート 
   ◆ 子ども達へのプレゼント等 

マ 
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10/21 新熊本ベース開所式 
震源地の益城町で力強い出発です! 

スタッフ・教会関係者のほか地域の方々など７０名以上が
出席して開所式が行われました。地域の方々や地域教会の
交流の場、被災者の方々が心安らぐ癒しの場となるように
活用していきます 
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 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 

注） 「教会堂再建支援献金」および「ク
リスマス支援献金」として送金され
る場合は必ず通信欄に記載してく
ださいますようお願いいたしま す。 

・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 
 
注） 「教会堂再建支援献金」および「クリスマ

ス支援献金」として送金される場合には
必ずメールか電話でその旨をご連絡く
ださいますようお願いいたします。 

＜団体＞ 帯広キリスト福音 JECA自由ヶ丘 熊本グレイス教会 ニシカニキリストキョウカイ オイコスチャーチ MAKIKI 
CHRIST CHURCH Jazz in the Church Temple Bible Church 近江福音自由教会 辰野キリスト教会 飯能キリスト聖園教会 
復活之キリスト往 上田福音自由教会 昭和聖書教会 中津福音キリスト 神召キリスト教会 福岡ジョイホープチャペル 草津キ
リスト教会 大津バプテスト教会 登戸エクレシアキリスト 梅光学院大学 シェカイナ・クリスチャン・フェローシップ CGNTVアウト
リーチ KGCファミリー ぶどうの木聖書教会 The oriental missionary society west Los angeles holiness church アジア・アウト
リーチ・ジャパン 西南学院高等 福岡バイブルチャーチ ワールドビジョンジャパン クラッシュジャパン 福音伝道教団桐生 天
童聖書バプテスト教会 バイブルチャーチ TLCCC熊本 日本フォースクエア 日本バプテスト連盟 高浜キリスト合同 福岡ジョ
イホープチャーチ インターナショナルチャーチ 鈴鹿ゴスペルチャーチ Oak mountain presbyterian church 宗教法人馬橋キリ
スト オペレーションブレッシングジャパン 福生ベテル教会 カンバーランド長老高座教会 牛深キリスト教会 塩屋キリスト教会 
ＯＢＪ ニホンキリストキョウダン 京都福音自由教会 基督兄弟団 藤沢福音自由教会 高石聖書教会 長浜純福音 島村鍼灸
整骨院 藤井寺キリスト教会 モンソロチャリテ 折尾クリスチャンチャーチ 気仙沼聖書 菊池シオンキリスト教会 城山キリスト教
会 交野バプテスト教会 門戸聖書教会 小諸聖書教会 TEF地震委員会 独立新生葛飾 ホープチャペル ギースブレクト
コーリ  ぶどうの木聖書教会 平塚福音キリスト教会 セカンドレベル 淡輪聖書教会 高島チャペル 福音伝道教団桐生 
Association of Hawaii Japanese Christian Churches 国際シャロームキ Torch Trinity神学院 東海福音フェローシップ席上献
金 高浜キリスト合同 関東合同青年会 神戸ユニオン教会 JCM Agape Network マウント・オリ― 宇治福音自由教会 名古
屋グレイスキリスト教会 オガワシヨウテン 宮崎柳丸キリスト 日本福音教会   
＜個人＞ 拝高正剛 小林笑子 能登光代 ト二ー 武田増満 中川真由美 浦野利規子 カン チョウ・シミ 児島いづみ 鈴
木正将 田中寿代 スティーブン・ラウ 細沼好子 長谷部裕子 脇坂勇 宮本和歌子 佐藤壽啓 クマモン 伏見美恵子 ナカ
ヨシヒロコ アライヒトミ 大塚史明 江島つるみ 吉田龍太 和田尚子 長谷川英郎 ワタナベマイコ 高田もも子 クラタイズミ カ
サハラヨシカズ 山下幸子 田村かつよ 山形南部教会岡好美 影山 島 ランディ 梅光学院大学学長樋口紀子 栗屋美幸 
船岡好美・章子 新谷祐美子 尾崎摂理 丸山恵子 今井エスター 奥園淳 マトバチサト 西村信恵 ALPHATRAX 無記名1名 

  支援献金を心より感謝いたします   支援献金者御芳名  （8/21～10/20）         敬称略・順不同  

・被災された方々が安心して生活できるようになりますように 
・益城町の新熊本ベースが被災地の方々と教会のために用いられていきますように 
・ボランティアが継続して与えられ、よき働きをなすことができますように 
・スタッフ・長期ボランティアの働きが守られますように 
・被災された熊本・大分の教会の再建への歩みとそのための必要が満たされますように  

祈 り の 課 題  

愛 神様からいただいた     を被災地の方々に分かちあっていただきますようご協力ください 

「教会堂再建支援献金」および「クリスマス支援献金」のお願い  

http://kyusyuchristdrc.wix.com/kumamoto

