
キリスト教会・広島土砂災害支援室 報告 No.1 

主の御名を心より賛美申し上げます。 

 広島地域のキリスト教会は、広島宣教協力会内に設けられた「広島土砂災害支援室」を中心に、教派を越えて

協力して支援活動を開始しています。8月 26日（火）からは本格的なボランティア活動を開始しました。 

 現在の主な活動場所は、安佐南区八木に位置する日本バプテスト同盟・広島平和キリスト教会（大谷孝志牧師）

の周辺地域、安佐北区可部東地域です。報道によれば 50 万㎡の土砂が流出したとも言われています。天候不

順、被害者捜索の影響に加え、狭小道路地域ということも相まって、個人宅の土砂出しはほとんど手付かず、よ

くて開始されたばかりといったところです。この 3 日間、20 名を超えるボランティア参加者が与えられております

が、まだまだ必要が続く見通しを持っております。広島地域の皆様のご助力をぜひともお願いいたします。また、

今後とも、地域の守りと慰め、働く皆様の守りため、教会が一致して地域に仕え、キリストの愛を証ししていけるよ

う、祈りに覚えていただければ感謝と存じます。 

 

【これまでのボランティア活動】   

・被災地域(安佐南区八木、安佐北区可部東)…主に土砂出し 

・ボランティアセンター（三滝グリーンチャペルスマイル館）の働き 

 電話の応対（様々な問い合わせへ応答）  ボランティアの受け付け・割振り  支援物資などの受取り・備蓄 

 県外からのボランティアの滞在  ※食事や洗濯などは婦人たちのボランティアによって支えられています。 

 

【26 日(火)の土砂出しボランティアの様子】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土砂災害支援募金口座 

 ①口座名 広島宣教協力会 口座番号 01370-3-108803  ゆうちょ振替口座 ※必ず「土砂災害支援」と明記。 

 ②口座名 日本国際飢餓対策機構 口座番号 00170-9-68590  〃       ※必ず「広島土砂災害」と明記。 

   JIFHサイトからも募金できます。  URL http://www.jifh.org/joinus/support/#02_02 

 

ボランティア受付&問い合わせ 082-230-7141 （電話&FAX）  担当 Emma Trail （エマ・トレール JIFH） 

                 メール  jifh.hiroshima@gmail.com          ※日本語、英語で連絡が可能です。 

※原則、広島の諸教会を中心に行いますが、他地域からのボランティアも人数制限内で受け付けています。 

 

2014年 8月 29日（金） 

キリスト教会・広島土砂災害支援室    室長  堀川寛（三滝グリーンチャペル牧師） 

 事務長  北野献慈（広島福音自由・可部グリーンヒルチャペル牧師） 

       住所  広島市西区三滝本町 2-13-12スマイル館 082-230-7141 



キリスト教会・広島土砂災害支援室 報告 No.2 

主の御名を心より賛美申し上げます。 

 皆様には、支援室の働きのためお祈りとご支援を心より感謝いたします。21 日（木）ボランティアセンター立ち

上げ、26日(火)現地ボランティア活動開始より、被災地域への支援が継続されています。 

 

1.被災地域でのボランティア  これまでのボランティア活動概要 

 

【安佐南区八木・緑井】  毎日 15～30名が参加 

・広島平和キリスト教会（バプテスト同盟）…会堂を活動拠点として開放 集合、休憩、物資保管など 

・教会前道路の土砂撤去  ・教会前道路、両脇の家屋の土砂出し作業 

・教会裏用水路の土砂撤去（後に JR関係作業員により作業、9/1 より線路への水流入が治まり、JR運行開始） 

・教会周辺の家屋、敷地内の土砂出し作業（町内会からの依頼） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【安佐北区可部東】 毎日 10～25名が参加 

・避難指示、勧告の解除（8/31）まで、市のボランティアは入らず、組織的なボランティア活動は当土砂災害支援

室のボランティアのみでした。 

・被災地域の家屋、敷地内の土砂出し作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ボランティアセンター（三滝グリーンチャペルスマイル館）】 

・電話の応対（様々な問い合わせへ応答） ・ボランティアの受け付け、割振り  ・支援物資などの受取り、備蓄 

・県外からのボランティアの滞在  ※食事や洗濯などは婦人たちのボランティアによって支えられています。 

 

 

 

 

 

 

 



【その他】 

・重機を所有する教会員が 26 日(火)から八

木地区、5 日(金)から可部東地区で土砂撤

去ボランティアを行っています。 

 

 

 

 

 

 

【まとめ】 

 被災地域はようやく用水路、道路が少しずつ復旧し始めていますが、度重なる降雨に中断を余儀なくされるこ

とも多く、順調に進んでいるとは言えません。ある一軒の庭の土砂出し作業を終えるのには、約 20 人で三日間

かかりました。家屋内、床下にまで入り込んでいる場合にはさらに多くの人出と時間を必要とします。今後とも、

引き続きボランティア参加、ご支援、祈りをよろしくお願いいたします。 

 

 

2.支援室募金口座、問い合わせ窓口 

 

土砂災害支援募金口座 

 ①口座名 広島宣教協力会 口座番号 01370-3-108803  ゆうちょ振替口座 ※必ず「土砂災害支援」と明記。 

 ②口座名 日本国際飢餓対策機構 口座番号 00170-9-68590  〃       ※必ず「広島土砂災害」と明記。 

   JIFHサイトからも募金できます。  URL http://www.jifh.org/joinus/support/#02_02 

 

ボランティア受付&問い合わせ 082-230-7141 （電話&FAX）  担当 Emma Trail （エマ・トレール JIFH） 

                 メール  jifh.hiroshima@gmail.com          ※日本語、英語で連絡が可能です。 

※原則、広島の諸教会を中心に行いますが、他地域からのボランティアも人数制限内で受け付けています。 

※当支援室のボランティア活動は毎月～土曜びに行われています（日曜は休み）。 

 

 

 

2014年 9月 5日（金） 

 

キリスト教会・広島土砂災害支援室    室長  堀川寛（三滝グリーンチャペル牧師） 

 事務長  北野献慈（広島福音自由・可部グリーンヒルチャペル牧師） 

       住所  広島市西区三滝本町 2-13-12スマイル館 082-230-7141 



キリスト教会・広島土砂災害支援室 報告 No.3 

主の御名を心より賛美申し上げます。 

 支援室、各ボランティアは背後にある皆様の祈りとご支援に支えられていることを感謝しつつ活動にあたって

おります。8日（月）～13日（土）の現地活動を中心に報告させていただきます。 

 

【安佐南区 八木・緑井地区】  毎日 15～30名が参加 

 ・庭の泥の撤去   ・床を剥ぎ、床下の泥を撤去  ・床下にもぐり、泥を撤去 

 ・高圧洗浄機（救世軍寄贈）による清掃 

 【来週の予定】  ※あくまで予定であり、状況により変更の可能性があります。 

 ・各所の泥の撤去   ・高圧洗浄機による清掃   ・床下の洗浄、消毒。 

 ・お花プロジェクトとして、花、腐葉土、プランターを無料提供し、作業を手伝いながら、傾聴する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【その他報告】 

 広島平和キリスト教会の周辺町内会に絞って活動を行ってきました。土砂撤去作業が終息しつつある中、ある

町内会は、今後のボランティアは当支援室に限定して受け入れることを決定されました。これまで継続的に、心

を込めて働いてきた働きを評価してくださっています。 

 

【安佐北区 可部東地区】  毎日 10～25名が参加 

 ・庭の泥の撤去   ・床を剥ぎ、床下の泥を撤去  ・床下にもぐり、泥を撤去 

 ・高圧洗浄機洗浄機による清掃   ・重機および人力による道路沿いの土砂の撤去 

 ・ボランティア用の仮設トイレ 4機の設置（市、その他ボランティアも共用。救世軍提供） 

 【来週の予定】  ※あくまで予定であり、状況により変更の可能性があります。 

 ・各所の泥の撤去   ・高圧洗浄機による清掃   ・床下の洗浄、消毒。 

 ・重機による木材、石等の撤去。 

 ・お花プロジェクトとして、花、腐葉土、プランターを無料提供し、作業を手伝いながら、傾聴する。 

 ・当支援室と一般のボランティア大工が協力しつつ、垂木とコンパネで床を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/6(土)朝 70名近くの参加者 床下からの泥撤去 被災地での祈り ※可部東 

高圧洗浄機による清掃 重機による土砂撤去 仮設トイレの設置 



 【その他報告】 

 市のボランティアチームと連携、協力しながら活動を行っています。当支援室のボランティアは高圧洗浄機、

発電機、丸鋸、重機等の機材や車両を必要とした作業とその周辺の作業を担っています。来週からは、当支援

室と一般のボランティア大工がチームを組んで作業を行う予定になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ボランティアセンター（三滝グリーンチャペルスマイル館）】 

 ・電話応対   ・ボランティアの受け付け、割振り   ・支援物資などの受取り、備蓄 

 ・各記録、支援金会計等事務作業   ・広報   ・県外からのボランティアの滞在   ※食事や洗濯補助  

 

 

 被災地での支援活動は、現場によっては土砂撤去の重作業から、清掃、傾聴といった軽作業の比重が大きく

なりつつあります。半日の参加も受け付けております。ぜひ参加をご検討ください。 

※参加問い合わせ、受付は下記をご参照ください。 

 

 

土砂災害支援募金口座 

 ①口座名 広島宣教協力会 口座番号 01370-3-108803  ゆうちょ振替口座 ※必ず「土砂災害支援」と明記。 

 ②口座名 日本国際飢餓対策機構 口座番号 00170-9-68590  〃       ※必ず「広島土砂災害」と明記。 

   JIFHサイトからも募金できます。  URL http://www.jifh.org/joinus/support/#02_02 

 

ボランティア受付&問い合わせ 082-230-7141 （電話&FAX）  担当 Emma Trail （エマ・トレール JIFH） 

                 メール  jifh.hiroshima@gmail.com          ※日本語、英語で連絡が可能です。 

※原則、広島の諸教会を中心に行いますが、他地域からのボランティアも人数制限内で受け付けています。 

※当支援室のボランティア活動は毎月曜～土曜日に行われています（日曜は休み）。 

 

   ・受付時間 月曜～土曜…午前 9時-午後 6時  日曜…午後 2時～6時 

ボランティア登録の受付は前日午後 5時まで 

   ・集合時間の変更  16日（火）より 

ボランティアセンター…午前 8時半   ヤマダ電機前…午前 9時 

 

 

2014 年 9月 13 日（土） 

 

キリスト教会・広島土砂災害支援室    室長  堀川寛（三滝グリーンチャペル牧師） 

 事務長  北野献慈（広島福音自由・可部グリーンヒルチャペル牧師） 

       住所  広島市西区三滝本町 2-13-12スマイル館 082-230-7141 

撤去終了！※左写真の隣室 部屋内を養生して撤去作業 床下の泥 



キリスト教会・広島土砂災害支援室 報告 No.4 

主の御名を心より賛美申し上げます。 

 災害発生から 1 カ月、18 日（木）には最後の行方不明者が発見されました。被災直後と比べると、被災地も復

旧が大幅に進んでいますが、いまだ家屋、用水路などの土砂撤去の必要が続いている現実もあります。当支援

室によるボランティア活動は 27 日（土）でいったん終了し、その後家屋補修の応援、心のケアなど、働きを絞っ

て被災者支援を行う予定です。今報告では 15 日（月）～20 日（土）の現地活動を中心に報告させていただきま

す。皆さまには祈りとご支援を継続いただければ感謝です。 

 

【安佐南区 八木・緑井地区】【安佐北区 可部東地区】  毎日 30～50名が参加 

 ・各所の泥の撤去   ・高圧洗浄機による清掃   ・床下の洗浄、消毒。  ・用水路の土砂撤去  

  ・高圧洗浄機（救世軍寄贈）による清掃  ・広島カープの B選手(クリスチャン)による被災地小学校訪問。 

 ・当支援室と一般のボランティア大工が協力しつつ、垂木とコンパネで床を設置する。 

【ボランティアセンター（三滝グリーンチャペルスマイル館）】 

 ・電話応対   ・ボランティアの受け付け、割振り   ・支援物資などの受取り、備蓄 

 ・各記録、支援金会計等事務作業   ・広報   ・県外からのボランティアの滞在   ※食事や洗濯補助  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土砂災害支援募金口座 

 ①口座名 広島宣教協力会 口座番号 01370-3-108803  ゆうちょ振替口座 ※必ず「土砂災害支援」と明記。 

 ②口座名 日本国際飢餓対策機構 口座番号 00170-9-68590  〃       ※必ず「広島土砂災害」と明記。 

 

ボランティア受付&問い合わせ 082-230-7141 （電話&FAX）   メール  jifh.hiroshima@gmail.com         

※県外からの新規ボランティア受付は終了しました。 

   ・受付時間 月曜～土曜…午前 9時-午後 6時  日曜…午後 2時～6時 登録受付は前日午後 5時まで 

   ・集合時間 ボランティアセンター…午前 8時半   ヤマダ電機前…午前 9時 

 

2014 年 9月 20 日（土） キリスト教会・広島土砂災害支援室    室長  堀川寛（三滝グリーンチャペル牧師） 

   事務長  北野献慈（広島福音自由・可部チャペル牧師） 

重機が入れない場所は人力です。 

土砂を撤去、床板を戻しました。 床下大引の補強 

用水路の土砂撤去 いまだ続く土砂撤去 

根太組み 



キリスト教会・広島土砂災害支援室 報告 No.5 

主の御名を心より賛美申し上げます。 

 土砂災害から 1 カ月が過ぎ、当支援室が中心的に支援してきた安佐南区八木（バプテスト同盟広島平和キリ

スト教会周辺地域）、可部東地区の復旧も目に見えて進んできました。22～27 日の週は、一部住居の床下泥だ

しはありましたが、住居修復の大工仕事、清掃、お花プロジェクト、傾聴といった働きが中心でした。 

 

一般ボランティアの募集・派遣を終了し、ボランティアセンターを閉所します。 

 緊急支援活動に一定の目途がついたことを確認し、支援室では 9月 27日（土）をもって一般ボランティアの派

遣を終了し、ボランティアセンターを閉じることを決定しました。今後は大工派遣、財務の残務をしつつ、被災地

との関わりを検討していきます。皆さまには、改めてボランティア参加・派遣、尊いささげもの、祈りにより、当支援

室の「緊急支援活動」を約 1カ月にわたってお支えくださったことを心より感謝いたします。 

 

【安佐南区 八木地区】【安佐北区 可部東地区】  毎日 30名前後が参加 

 ・各所の泥の撤去   ・高圧洗浄機による清掃   ・床下の洗浄、消毒。  ・用水路の土砂撤去  

 ・高圧洗浄機（救世軍寄贈）による清掃  ・ボランティア大工による床の仮復旧  ・お花プロジェクト 

 ・炊き出し（どんぶり、豚汁、ずんだ餅、かき氷：救世軍提供）   

 ・広島平和キリスト教会（八木地区ボランティア拠点）の清掃 

 

【ボランティアセンター（三滝グリーンチャペルスマイル館）】 

 ・電話応対   ・ボランティアの受け付け、割振り   ・支援物資などの受取り、備蓄 

 ・各記録、支援金会計等事務作業   ・広報   ・県外からのボランティアの滞在   ※食事や洗濯補助  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 道具の洗浄。1カ月活躍しました 

地域の皆様へ地域の教会から励ましと慰めをお届けする花プロジェクト （中央：大谷牧師夫妻より地域の方へ） 

いまだ続く床下の泥出し 床下、断熱を入れコンパネを貼ります 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土砂災害支援募金口座 

 ①口座名 広島宣教協力会 口座番号 01370-3-108803  ゆうちょ振替口座 ※必ず「土砂災害支援」と明記。 

 ②口座名 日本国際飢餓対策機構 口座番号 00170-9-68590  〃       ※必ず「広島土砂災害」と明記。 

 

 

 

2014 年 9 月 27 日（土） キリスト教会・広島土砂災害支援室    室長  堀川寛（三滝グリーンチャペル牧師） 

   事務長  北野献慈（広島福音自由・可部チャペル牧師） 

大工のリチャード宣教師 救世軍による炊き出し 重機による土砂出し 
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