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東日本大震災
被災地支援活動報告
日本バプテスト連盟
東日本大震災被災地支援委員会
（2012年5月16日発行）

3.11東日本大震災で、傷んだ人々や地域のために
支援をしてくださった皆様に、心から感謝申し上げます。
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日本バプテスト連盟
東日本大震災被災地支援 基本方針

◆活動理念
●

「和解のつとめに仕える」。神と人、人と人、人と全被造物における和解、福音における新しい交わ
りの創造に仕えていく。

●

被災地の痛み、悲しみ、苦悩のただ中に働いておられる十字架のキリストに目を注ぎつつ、被災地の
人々と尊重し合い、学び合う関係を大切にし、復活の命と希望を分かち合っていく。

◆活動方針
●

「被災地にある教会」に連帯して立つ。
１）被災地にある教会の痛み、喜び、労苦を共有していく。祈りあい、支えあう。
２）教会が元気に宣教の働きに立てられていくための支援をする。
３）災害から問われている課題を学び合う。

●

「被災地にある教会を通して地域」を支援する。
被災地にある教会が、地域において「和解のつとめに仕える」（被災地の痛みを分かち合い、心に
寄り添いながら、新しい関係を紡いでいく）関わりや働きを支援する。

●

「地域」を直接支援する。
１）これまで連盟として関わりを持てずにきた三陸沿岸部、そこに住む人々との関わりを大切にしつ
つ、キリスト者としてなしうる支援をする。
２）原発災害で目に見えない重荷を背負い歩んでいる人々に連帯し、特に子どもたちの命を支える。
３）預言者的使命を自覚し、政府や自治体、世界に発言していく。

◆組織図

●地域を直接支援
臨時特別委員会

日本バプテスト連盟

※連盟の常任理事会を中心に
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●被災地にある教会に連帯
●被災地にある教会を通して地域を支援

※東北地方の現地教会を中心に

●2012年4月に仙台教会で行われた現
地支援委員会の様子

●2011.4

東北連合と本部委員の初会議

●遠野ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰでの会議

●青森・岩手チームの話し合いの様子

◆活動報告（１年間）
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ティア隊が被災地支援に取り組んだ

寒い冬を迎えて
愛に国境はない！
震災発生時当初から、国外からの支
援が絶え間なく届いている。９月に
は世界バプテスト復興支援会議が行
われ、世界のバプテストの仲間が

●海外からのチームが安渡仮設住宅（岩手）
を視察

●ハワイ・バンコクからのチームが牡鹿公民館（宮城）
でプログラムを催した

今、私たち日本のために祈り支援し
てくれている。

●緑が丘仮設住宅（福島）で配られたﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

キリストの誕生という
希望を届けに・・・

●大槌の仮設住宅（岩手）にてｸﾘｽﾏｽ会

●野田村仮設住宅（岩手）でﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄを配る

クリスマスには各仮設住宅で、楽しいプログラムやクリスマスプレゼントを配る
活動が行われた。配られたプレゼントは、全国諸教会から寄せられたカンパや
様々な方面の協力によって、お菓子入りのクリスマスブーツ等を準備した。
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苦難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生む

（ローマ5：3～4）

2012年3月11日（日）、現地では震災から一年を覚えて様々な礼拝や祈り会が行われました。目の前にある諸
課題は深刻ですが、それでも一歩ずつ歩みを進めています。現地の教会では、今日も主イエスの先立ちを信じ
て活動を続けています。

●大富教会の礼拝の様子

●南光台教会の3.11集会の様子

●吉岡伝道所の礼拝の様子

◆これからの活動
仮設住宅の継続支援
物資だけではなく絆を届けたい！

ボランティア公募
遠野ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰを活用ください！
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連盟の被災地支援活動は、すべて、皆様からの募金によって支えられ
ています。引き続き、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
●2011年度活動支出の内訳（2012年3月末決算）●
①被災地教会支援（建物修理、お見舞い他）

15,841,582円

②被災地教会活動支援（現地教会の支援活動、支援車両など）

24,502,635円

③被災地支援（連盟による支援活動、遠野ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰなど）

32,090,958円

④災害対策本部（スタッフ、事務・会議費など）

15,028,675円

⑤海外・他団体との協働（三バプテストなど）
⑥その他（送金手数料など）

4,097,074円
185,759円

合計：91,746,683円

◆現地スタッフ挨

金子

千嘉世

現地支援担当
日本バプテスト連盟
宮崎丸山町教会

副理事長

牧師

咲いた桜を見て
東日本大震災から一年。あの日を忘れることができません。そして
あの春、咲いていたはずの桜の花を思い出すことができません。です
から今年、郡山コスモス通りキリスト教会の前にある公園に咲いた桜
の花を見たときに、積み重ねさせていただいた一日一日があふれるほ
どに思い起こされ、言葉に尽くすことができない主の守りと支え、そ
して皆様の祈りと献げものがあったことに改めて気付かされました。
津波被災地。原発事故被災地。そこはとても私たちの手に負える範
疇ではなく、目の前に広がる瓦礫と廃墟。目に見えない放射能。そし
て、被災地の方々の涙。「主よ。なぜですか。」との問いが自分の中
から消えません。しかし、それでも伴ってくださっている主に現地で
出会うのです。また、そこには同じように苦闘しながら一緒に働く仲
間がいて、どんなに慰められ、支えられていることか。あの震災の日
から一年が過ぎ、仮設住宅では、孤独死、自死と新たな課題が浮き彫
りになってきました。また、復興にいたるまで最短でも5年、福島に
関しては全く先が見えまん。だからこそ、息の長い支援を続けさせて
いただきたい、主のご愛を携えて出かけ、なんとかして寄り添わせて
いただきたい。そんな思いで今日も仮設に出向きます。
どうぞ、被災地にある教会の働きをこれからも覚えてお祈りくださ
い。また、今後も皆様の募金を心よりお願いいたします。
（2012年5月）

祈りを届けに

佐藤

浩

遠野ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
専任スタッフ

震災から1年が経ちました。多くの被災者の方々は最初の数ヶ月は
何が何だか分からないまま生きてきた、と言われます。その頃のこ
との多くを覚えていない人もいます。最近では一緒に俳句や川柳を
作りませんか？と言っても、言葉を忘れてしまったという方がいま
す。折り紙を折ろうとしても、１年前まで普通に折ることができて
いた折り鶴が折れない人もいます。長い緊張を強いられた生活の中
で、心や記憶が固まってしまっているのです。そのような中で、少
しずつ一緒に言葉を紡ぎ出し、身体を動かす努力をしているわけで
すが、そこで用いられる連盟諸教会の皆さんからの支援は大変喜ば
れています。どうしてこんなにしてくださるんですか？と、被災者
の方々に尋ねられますが、日本中にいる私たちの仲間が祈り、支援
をしてくださってるんですよ、と答えます。それに対して、被災者
の方々の多くは感謝をしてくださいます。
でも忘れないでください。まだ仮設暮らしなのです。仮設は仮の
住まい。本当の住まいではありません。亡くされた家族や友人な
ど、なかなか埋められない心の隙間も含めて、元の暮らしに戻るこ
と、できる限り元の暮らしに近づくように続けてお祈りください。
（2012年5月）

◆会計報告

正式な会計報告書は、本年5月中に監事による会計監査を受けた後に、
今年11月の第58回連盟定期総会報告書に掲載される予定となっております。

●収入
※募金者一覧は次のページをご覧ください

国外から, ¥75,869,632
国内から, ¥85,390,619

合計：¥161,260,251
海外・他団体との協働,
¥4,092,129

その他, ¥189,423

●支出

●建物修理、原発被害対応、放射能
被害子ども支援、被災地お見舞い、
被災地教会牧師特別支援

等

● 事 務 ス タ ッ フ・現 地 ス タ ッ
フ、事 務・活 動・会 議 費、神 学
的考察・研修費、予備費

等

本部活動,
¥14,307,677

被災地教会支援,
¥16,515,422

●支援用 自動車、現地 支援委
員会活動 費、教 会プロ グラム

● 救 援 ／ 支 援 物 資・清 掃・修 理 活

被災地教会活動支援,
¥17,934,436

動、輸 送 費、遠 野 セ ン タ ー 家 賃・整
備・備品、遠野センター活動費

等

支援

等

被災地支援,
¥38,707,596

合計：¥91,746,683

東日本大震災被災地支援募金のお願い
送金先：郵便振替00140-9-180881

※「東日本大震災被災地支援募金」と
明記してください。

「宗教法人日本バプテスト連盟総務部」

※募金は極力、教会単位で送金くださ
い。海外からは別口座となります。

◆日本バプテスト連盟「東日本大震災緊急救援募金」募金者名一覧
（2012年4月より「被災地支援募金」と名称を変更しました）

受付順・敬称略・教会名および団体名は紙幅の都合により略呼称を使用させていただきました

2011年3月12日～2012年3月31日期
＜2011年3月＞
山口聡一郎、平塚教会、藤野慶一郎、嬉野教会、人吉教会、林 薫、三鷹教会、古川 新、神戸新生教会、中野教会、大上 豊・早苗、
平井龍一、宋 炯穆、多良見教会、関西連合、沖縄連盟、枕崎伝、ふじみ教会、天野五郎・文子、天野 有・暢恵、熊倉聰子、小樽教
会、當眞嗣博、谷山晋作、三浦照美、西九州連合牧師会、井手千夏、中川和彦、松井弘子、三沢・教会、山内弘信、山口慎子、越中谷雪
絵、山本二三子、錦明印刷株式会社、花小金井教会、横浜ニューライフ教会、前橋教会、花野井教会、蓮根教会、所沢教会、西九州連合
女性会、八王子めじろ台教会、防府教会、平野教会、豊中教会、豊橋教会、広島教会、岡山教会、恵約宣教伝、松倉 治、医療団、逗子
第一教会、中部連合、多摩川教会、首里教会、東京第一教会、東福岡教会 女性会、古野碩國、北白川教会、浦和教会、神戸教会(光の丘
幼稚園・ひまわり会・職員)、建元佳世子、横浜戸塚教会、道後教会、大村古賀島教会、ヘブンズガーデン かくのぶえ、Norcross First
Baptist Church、Indonesia Baptist Union、COOPERATIVE BAPTIST FELLOWSHIP、BAPTIST GENERAL CONVENTION、
COMUNIDAD CRISTIANA EBEN EZER、BAPTIST STATE CONVENTION OF NC、CHINESE BAPTIST CONVENTION、宇都宮教会、
横浜山手教会、ふじみ教会、湘南台教会、タイ神学校、北九州連合教会音楽委員会、神谷きよ子、西山一夫、根岸靖明、相浦光教会、菊
川美樹子、Texas Baptist Man、SICAP Ministry、Dr. Daniel W O'reagan、高須教会、Mr.Aubrey L Williams、自由ヶ丘伝、久留米教会、
前橋教会、市川八幡教会、栗ヶ沢教会、篠崎教会、大秦野教会・付属保育園、青葉教会、三島教会、南名古屋教会、瑞穂教会、シオンの
丘教会、東豊中教会、明石・教会、今治教会、松山教会、福岡南伝、諫早教会、東熊本教会、TAEJONG KIM、THAILAND BAPTIST
CONVENTION、ノークロス第一教会、川崎教会、富士吉田教会、中條儀助、平尾教会、渡辺政友、臼井愛子、天城山荘、ﾐｬﾝﾏｰ女性連
合、Mr,HERB FISHER、ロープ365、渋谷教会、平岸教会、大宮教会、赤塚教会、大泉教会、多摩川教会、相模中央教会、豊橋教会、金
沢教会、愛知新生教会、大津教会、田辺教会、神戸伊川教会、桃山 晶、高松太田教会、徳山教会、西福岡のぞみ伝、国分教会、南九州
連合、片山さち、原口悦子、有明教会、オープン・ドア・チャペル、志村教会、花小金井教会、立川教会、浜松教会、四日市教会、堺教
会、関西黎明教会、尼崎教会、恵教会、若松教会、姪浜教会、福岡新生教会(青島韓国人教会)、福岡西部教会、長崎教会、伊集院教会、
西関東地区連合、神戸国際教会、高野和夫、清水栄光教会、宝塚教会、臼杵教会、丸亀城東町教会、福岡教会、春日原教会、神奈川連合
からし種の会、中村幸嗣、吉田恵奈、谷内 豊、多良見教会、西九州連合少年少女会

＜4月＞
Mr.Eugene J. Sues、釧路教会、恵約宣教伝、洋光台教会、大阪旭伝、松山西教会、福岡国際教会、田隅教会、霊水教会、三田健朗、山
中武信、上村 誠、井上英之、坂口奈美、九州神学校、太田教会、市川大野教会、東京韓国教会、横浜JOY教会、大阪教会、飯塚シオン
教会、古賀教会、粕屋教会、伊都教会、那覇新都心伝、鹿児島伝、種子島伝、安部義弘、Mr.Thelma Moorhead、Mr.Robert L Lamb、佐
賀教会、菊池シオン教会、西川口教会、千葉教会、松本福音村教会、平野教会、別府国際教会、多良見教会、藤井秀一、浜甲子園教会、
筑紫野二日市教会、熊本愛泉教会、調布南教会、斉藤美也子、常盤台教会、茗荷谷教会、静岡教会、下関教会、人吉教会、NORSKE
BAPTIST、BWA、多摩川教会、東福岡教会、平岡ジョイフルチャペル、大富教会、所沢教会、栗ヶ沢教会、中野教会、恵約宣教伝、青
葉教会、平針教会、神戸西教会、企救教会、大分教会、和白教会、長住教会、諫早教会、宮崎教会、川野真理、VIRGINIA BAPTIST、
CHINESE BAPTIST(台湾)、日野神明伝、福岡ベタニア村教会、横浜戸塚教会、大津教会、東京西教会、筑波教会、Mr.Herb Fisher、青森
教会、、三沢・教会、秋田教会、渡部 元、金子純雄、土川真奈美、THAILAND BAPTIST、高崎教会、南小倉教会、直方教会、IJCS、
吉岡ひかりの園、上尾教会、東大阪教会、川内教会、APBF、OKULAHOMA、三沢・教会、町田伝、川根教会、松山西教会、門司教会、
福間教会、大村古賀島教会、Michael C. Moorhead、船橋教会、三島教会、和歌山中央伝、小野田教会、MYANMMAR BAPTIST、北九州
新生伝、金武教会、島田清子、横溝直江、TAE JONG KIM、大泉教会女性会、篠栗教会、CHINESE BAPTIST(台湾)、多摩川教会、金沢
教会、名古屋教会、富山小泉町教会、南千里教会、大阪中央教会、高知伊勢崎教会、東八幡教会、西南学院神学部、野方教会、小樽教
会、嬉野教会、前橋教会、越谷伝、泉教会、神戸西教会、門司港教会、菊池シオン教会、鹿児島教会、種子島伝、シオンの丘教会、
MASAYA KATOH、浦和教会、宮原教会、小倉教会、防府教会、東久留米教会、神吉保宗、函館美原教会、志村教会、鎌倉台伝、関西黎
明教会、京都洛西教会、江波教会、SLAVIC EVAVGELICAL BAPTIST、大竹教会、恵教会、徳島教会、高須教会、小倉教会、古賀教会、
沖縄連盟、江波教会、秋川伝、横浜ニューライフ教会、鳥取教会、若松教会、かたえ教会、教佐賀新生教会、福江伝、久留米荒木教会、
福岡連合女性会、大泉教会、Dabie Weasef、仙川教会、旭川東光教会、三鷹教会、港南めぐみ教会、瑞穂教会、宝塚教会、丸亀城東町教
会、八幡教会、芦屋教会、西戸崎教会、博多教会、西南学院、姪浜教会、大牟田教会、シオンの丘愛の園保育園、CHINESE BAPTIST(台
湾)

＜5月＞
百合丘教会、函館教会、八戸教会、新潟主の港教会、東海伝みぎわ幼稚園、飯能教会、津田沼教会、品川教会、横浜戸塚教会、三島教
会、豊橋教会、平野教会、高松大田教会、北九州教会、富野教会、苅田教会、早良教会、佐世保教会、山鹿伝、宮崎教会、看護専門学校
修養会、東京連合社会委員会、東京連合女性会春の研修会、COOPERATIVE BAPTIST FELLOWSHIP、THAILAND BAPTIST CONVENTION、大久保教会、洋光台教会、逗子第一教会、藤沢教会、小松ヶ丘伝、EV.KIRCHENGEN(NETHERLAND)、経堂教会、所沢教会、川
越教会、冨里教会、栗ヶ沢教会、中野教会、八王子めじろ台教会、豊前伝、ふじみ教会、秋田教会、鳥栖教会、川崎教会、福岡教会、
BAPTIST CONVENTION OF HK、西川口教会、平塚教会、平塚教会、Leroy & June Seat、Debbie Maze、Gardena-Torrance Southern
Baptist Church、East-West Baptist Church、Gardena-Torrance Japanese Southern Baptist Church、枝光教会、伊集院教会、BAPTIST
CONVENTION OF TEXAS、守安みつ、BAPTIST CONVENTION OF TEXAS、ASIA PACIFIC BAPIST FEDERATION、四日市教会、東山
教会、恵泉教会、山梨教会、天草伝、仙台教会、関東プレインズ教会、春日原恵星幼稚園、宮崎教会、高鍋伝、熊本愛泉教会、新潟主の
港教会、常盤台教会、福岡ベタニヤ村教会、緑の牧場教会、渋谷教会、シオン山教会、札幌教会、川崎教会、富士吉田教会、極東放送(韓
国)、市川八幡教会、小千谷福音教会、TOH S T/MA S S、青葉教会、大津教会、藤田ハル・英彦、天野五郎・文子、神奈川連合女性会(バ
ザー)、Gardena-Torrance Japanese Southern Baptist Church、SINGAPOLE BAPTIST CONVENTION、花野井教会、篠崎教会、相浦光

教会、First Baptist Church Of Norcross、19街日本語教会(栗山信夫)、目白が丘教会、尼崎教会、広島教会、平岡ジョイフルチャペル、水
戸教会、浜松教会、関西連合女性会、嬉野教会、千葉・若葉教会、調布南教会のご友人4名、大秦野教会、太田教会、古賀教会、市川大
野教会、幡ヶ谷伝、横浜JOY教会、シオンの丘教会、神戸西教会、筑紫野南伝、鹿児島教会、種子島伝、西九州連合壮年会・女性会・青
年会、浦和教会、恵泉教会、高須教会、赤塚教会、志村教会、東京北教会、泉教会、愛知新生教会、瑞穂教会、岐阜教会、関西黎明教
会、北九州連合少年少女会、Anderson University

＜6月＞
高松常磐町教会、多摩川教会、泉教会、南小倉教会、大村古賀島教会、岡山教会、VIRGINIA BAPTIST MISSION BOARD、苅田教会、児
湯教会、横浜戸塚教会、洋光台教会、福岡西部教会、花小金井教会、堺教会、奈良教会、広島西教会、苅田教会、大牟田教会、Harbor
Trinity Baptist Church、品川教会、相模中央教会、三島教会、姪浜教会、平野教会、中国四国教会連合、若松教会、那覇新都心伝、三浦
照美、仙台北教会、日立教会、立川教会、下関教会、福岡新生教会、野方教会、シャン・クレール、玉城よし子、所沢教会、北大阪教
会、豊前伝、企救教会、大分教会、福岡有田教会、市川八幡教会、中野教会、相模中央教会、湘南台教会、相模中央教会、立川教会、西
南学院、Nagaland Baptist Church Council、Singapole Baptist Convention、高須教会、粕屋教会、金沢教会、伊丹教会、香住ヶ丘教会、
栗ヶ沢教会、天野五郎・文子、都城教会、ドイツ・エンディンゲン市民音楽団、佐賀教会、府中教会、韓国・チャムジョウン教会 青年
会、山川高平、府中教会、折尾教会、山形教会、川崎教会、自由ヶ丘伝、嬉野教会、大富教会、千葉教会、座間教会、高須教会、古賀教
会、直方教会、延岡教会、鹿児島教会、浦和教会、有明教会、西川口教会、大津教会、神戸西教会、関西黎明教会、北九州教会、東京連
合 社会委員会、西南学院教会、福岡連合 社会委員会、久留米荒木教会、静岡教会、瑞穂教会、恵教会、

＜7月＞
姪浜教会、秋田教会、シオンの丘教会、小倉春ヶ丘教会、小倉教会、東京第一教会、中條智子、防府教会、多良見教会、北九州連合 青
年会、若松教会、東京第一教会、今治教会、平尾教会、筑波教会、中野教会、八王子めじろ台教会、大井教会 児童科(小羊会)、諫早教
会、鹿児島教会 教会学校、那覇新都心伝、花野井教会、リビングホープ教会、教目白ヶ丘教会 小羊会、Chinese Baptist Fellowship,
USA/CA、Shade Crest Baptist Church, AL, USA、Asia Pacific Baptist Federation、McKinney Christian School, TX, USA、八王子めじろ
台教会、多摩川教会、京都教会、福岡城西教会、Baptist General Convention of TEXAS, USA、四日市教会、川崎教会、東大阪教会、丸
亀城東町教会、北九州連合 教会教育委員会、天野五郎・文子、大泉教会 小羊会、篠崎教会、ふじみ野教会、福山教会、太田教会、高
崎教会、所沢教会、赤塚教会、The Korea Baptist Convention、First Baptist Church of Norcross、Oklahoma Japanese Tsunami Relief
24、和歌山教会、大井教会・教会音楽支援コンサート、瑞穂教会、和歌山ひかり幼稚園・卒業生、かたえ教会、神戸西教会

＜8月＞
久留米荒木教会、古賀教会、鹿児島教会、湘南台教会、東熊本教会、高須教会、大村古賀島教会、大泉教会、平野教会、相模中央教
会、・教目白ヶ丘教会、大竹教会、飯塚シオン教会、鮫教会、姪浜教会、筑紫野南伝、伊集院教会、Leroy&June Seat、Debbie Maze、
市川八幡教会、奈良教会、関西黎明教会、筑紫野二日市教会、申 晟秀(萬民祝福教会)、相模中央教会、西南学院教会、旭川教会、藤沢
教会、福岡ベタニヤ村教会、春日原教会、関西連合牧師会、横須賀長沢教会、有明教会、中野教会、泉教会、船橋教会、斎藤美也子、
Kim Sung Chul、福岡教会、ロゴス腹話術研究会、前橋教会、所沢教会、高知伊勢崎教会、品川教会、若松教会、天野五郎・文子、東八
幡教会、盛岡教会、神戸西教会、豊橋教会、自由ヶ丘伝、瑞穂教会、シオンの丘教会、高須教会、鹿児島教会、浦和教会、久留米荒木教
会、三鷹教会・小羊会、古賀教会、諫早教会、飯能教会、大津教会、Robert L. Lamb, Sheila Enelow, Thelma Moorhead, Eugene J. Sues,
Anderson University, Michael C. Moorhead, First Baptist Church of Norcross、Dr. Daniel W. O'Reagan、 Beverly A. O'Reagan、Margery
Schwartz 、Arthur Schwartz、Tsuneo Hirabayashi Tamiko Hirabayashi

＜9月＞
岡山教会、八幡教会・婦人会、伊集院教会、篠栗教会、関西黎明教会、南小倉教会、淀橋アガペーCGN、壮年会連合(壮年大会)、浜松教
会、ASIA PACIFIC BAPTIST FEDERATION、東福岡教会、青年大会、中野教会、CHINESE BAPTIST FELLOWSHIP、鈴木創、多摩川教
会、相浦光教会、小松ヶ丘伝、百合丘教会、香住ヶ丘教会、天野五郎・文子、BAPTIST STATE CONVENTION OF NC、京都洛西教会、
所沢教会、篠崎教会、門司港教会、天草伝、春日原恵星幼稚園保護者会、恵泉教会、蓮根教会、シンガポール国際日本語教会、豊前伝、
北関東少年少女1日集会、ATRLANTA、九州宣教フォーラム、瑞穂教会、古賀教会、筑紫野南伝、鹿児島教会、浦和教会、久留米荒木教
会、高松常磐町教会、田辺教会、崎浜啓子、自由ヶ丘伝、西関東連合女性会一日研修会ミニバザー、大村古賀島教会、旭川東光教会、高
須教会、大村古賀島教会、四日市教会、折尾教会

＜10月＞
東八幡教会、奈良教会、花小金井教会、パッチワーク教室キャリコ、丸亀城東町教会、関西連合音楽委員会、TEXAS BAPTIST CONVENTION、 八代、北九州連合ヤスクニ委員会、中部連合青年会、中野教会、坂田浩、Sachiko Kariyama ﾈｯﾄ募金、常盤台教会、大分教
会、関西黎明教会、教放送局、斎藤美也子、八王子めじろ台教会、神戸新生教会、伊都教会、Prakanong Baptist Church、自由ヶ丘伝、
宝塚教会、仙川教会、福岡ベタニヤ村教会、日立教会、高須教会、沼田俊昭、天野五郎・文子、霊水教会、シオンの丘教会、愛の園保育
園、若松教会、米国 タラデカ市ファースト教会有志(大村古賀島)、姪浜教会、神戸西教会、宮原教会、浦和教会、広島西教会、高須教
会、鹿児島教会

＜11月＞
西原新生教会、大津教会、瑞穂教会、富里教会、防府教会、名古屋教会、目白ヶ丘教会、品川教会、福岡教会、大村古賀島教会、古賀教
会、新潟主の港教会、古賀錦、大富教会、関西黎明教会、Sachiko Kariyamaネット募金、高知伊勢崎教会、中野教会、百合丘教会、大井

教会、川崎教会、目白ヶ丘教会、あゆみの家教会、連盟定期総会閉会礼拝、東京北教会、神戸教会、謳音弦楽四重奏団、菊地シオン教
会、西九州連合、広島教会、斎藤美也子、沖縄連盟、宮崎教会、鹿児島教会、恵教会、瑞穂教会、仙台教会、天野五郎・文子、古賀教
会、西川口教会、大井教会、高須教会、前橋教会、筑紫野南伝、久留米荒木教会、西南女学院同窓会関西支部、飯能教会、自由ヶ丘教
会、豊橋教会、恵泉教会

＜12月＞
高須教会、八王子めじろ台教会、BAPTIST STATE CONVENTION OF NC INC、関西黎明教会、赤塚教会、市川八幡教会、府中教会、
シオンの丘教会、壱岐教会、大牟田教会、GGBI、ガーディナトーランス教会日本語部、ノークロス第一教会、ナガランド教会連合、
ガーディナトーランス教会日本語部、ガーディナトーランス教会中国部、ガーディナトーランス教会英語部、NEBRASKA、テキサス州
連盟男性グループ、GGBI、ノークロス日本語教会、飯塚シオン教会、フィリピンSICAP神学校、神戸西女性会、川崎教会、シオン山教
会、猿渡美智子、中野教会、目白ヶ丘教会、神戸・光の丘幼稚園、平塚教会、所沢教会、四日市教会、久留米教会、東京第一こひつじ
幼稚園、京都教会、青島伝、天野五郎・文子、東京北、相浦光教会、東福岡幼稚園、佐賀教会、緑の牧場、佐世保教会、篠崎教会、
JBM-USA CHARLES A.RAY ,Boulevard Baptist Church Anderson, South Carolina、First Baptist Church of Norcross, 松山西教会、ASIAN
YOUTH CENTER, 若松神愛学園・神愛幼稚園、春日原教会・恵星幼稚園、金沢教会、ハンガリー連盟、福間教会、医療団、瑞穂教
会、企救教会、香住ヶ丘教会、岐阜教会、山梨教会、調布教会、富士吉田教会、富野教会、自由ヶ丘伝、高須教会、久留米荒木教会、
大津教会、広島教会、枕崎伝、那覇新都心伝、神戸教会、福岡ベタニヤ村教会、大阪教会、鮫教会、大竹教会、藤沢教会、仙川教会、
姪浜教会

＜2012年1月＞
多摩川教会、自由ヶ丘教会、シオンの丘教会、鹿児島教会、古賀教会、大村古賀島教会、中野教会、筑紫野南伝、百合丘教会、湘南台
教会、北九州連合教会音楽委員会、南光台教会、西南学院、関西黎明教会、那覇新都心伝、浜松教会、延岡教会、中村敬子、平塚教
会、北大阪教会、茗荷谷教会、福山教会、篠崎教会、徳島教会、川崎教会、学)清星幼稚園、富士吉田教会ワンインクライストゴスペル
クワイア、中国四国連合東ﾌﾞﾛｯｸ研修会献金、一致祈祷週間(多摩川)、多摩川教会、宇都宮教会、天野五郎・文子、BAPTIST STATE
CONVENTION OF NC、古賀教会、久留米荒木教会、瑞穂教会、久留米教会、東京連合社会委員会、自由ヶ丘伝、高須教会、恵泉教
会、丸亀城東町教会、神戸西教会、名古屋教会、西南女学院・短期大学部ハンドベルクワイヤ

＜2月＞
三島教会、富里教会、筑紫野南教会、鹿児島教会、奈良教会、直方教会、恵教会、BAPTIST WORLD ALLIANCE、小山真理、関西黎明
教会、中野教会、吉村利幸・豊子、粕屋教会、大秦野教会、目白ヶ丘教会、シオン山教会、天野五郎・文子、西関東連合、APB Aid
(INTERNATIONAL ASSETS HOLDING), FIirst Baptist Church of Norcross、鳥栖教会、大宮教会、宮原教会、瑞穂教会、高須教会、古
賀教会、大村古賀島教会、鹿児島教会、旭川東光教会、久留米荒木教会、中国・四国連合西ブロック、

＜3月＞
岡山教会、徳島教会、INTERNATIONAL ASSETS HOLDING、札幌新生教会、筑紫野二日市教会、尼崎教会、かたえ教会、シオンの丘
教会、諫早教会、東京神学校教会音楽科、関西黎明教会、富野教会、高松常磐町教会、川崎教会三野様、平野教会、シンガポール国際
日本語教会、枝光教会、天草中央教会、小倉教会、宮崎教会、福岡連合総務委員会、松本蟻ヶ崎教会、鳥取教会、諫早教会、立川教
会、新潟主の港教会、泉教会・いずみ幼稚園、三島教会、中野教会、調布教会、多良見教会、東京女子大学、富士吉田教会、和白教
会、平尾教会、赤塚教会、横浜戸塚教会、三鷹教会、篠崎教会、町田教会、天野五郎・文子、防府教会、人吉教会、、女性連合、篠栗
教会、門司港教会、高須教会、所沢教会、沖縄連盟、大阪教会、都城教会、市川大野教会、TEXAS BAPTIST CONVENTION、綾瀬小園
教会、常盤台教会、多良見教会、北九州連合青年会、東京北教会、神戸西教会、菊池シオン教会、新東京教会、鹿児島教会、小倉春ヶ
丘教会、久留米教会、古賀教会、防府教会、臼杵教会、那珂川教会、高須教会、苫小牧教会、神戸新生教会、西原新生教会、千葉教
会、久留米荒木教会、郡山コスモス通り教会、日立教会、上尾教会、目白ヶ丘教会、市川八幡教会、瑞穂教会、伊丹教会、山梨教会、
大宮教会、神の倉教会、東熊本教会、相浦光教会、姪浜教会、シオンの丘教会、品川教会、東京第一教会、西川口教会、筑波教会、茂
原教会、四日市教会、香住ヶ丘教会、東福岡教会、宇美教会、神戸伊川教会、西九州連合少年少女会、広島西教会、幡ヶ谷教会、調布
南教会、蓮根教会、盛岡教会、大井教会、花小金井教会、神戸伊川、豊橋教会、大津教会、鳥飼教会、福間教会、京都教会、横須賀長
沢教会、恵泉教会、志村教会、神戸教会、福原知宏、福岡城西教会、宮崎丸山町教会、伊集院教会、大牟田教会、大村古賀島教会、諫
早教会、野方教会、福岡教会、大分教会、若松神愛学園神愛幼稚園、若松教会、宝塚教会、東山教会、横浜ニューライフ教会、津田沼
教会、福岡西部教会

◆祈りの課題（4/25現在）
●新しく始まる東浜の仮設支援を覚えて。
●新年度の活動計画を覚えて。
●遠野ボランティアセンターの新しいシステム（ボラン
ティア公募）が全国諸教会に浸透できるように。
●孤独死、自死が増えてきている現状の中で仮設住宅での
生活が守られ、よりよいコミュニティーが作られていく
ように。

◆理事長より
「この事を抜きにしては」
全国諸教会にとどまらず、世界各地のバプテストの群れや個人から寄せられた支援の物資や献げ物、そ
して実際に来てボランティアとして働いて下さる姿勢に私たちは勇気づけられてきました。熱い祈りと行
動に心から感謝を申し上げます。
支援活動の働きはもうすぐ一年半を迎えようとしています。しかし、復旧・復興への道はその半ばどこ
ろかその緒についたばかりで、まだまだ息の長い取り組みが必要とされています。一時的な仮設住宅での
生活から生まれる将来的な不安や、放射能災害との闘い等、人々が直面している深刻な状況はまだ殆ど解
決されていません。私たちの力はたとえ小さくても「細く・永く」支援を継続して行い、なおも苦しんで
おられる方々の励みに繋がればと祈っています。私はこの一年余りの間に、国内・外を問わず諸教会が示
してくださった献身の多様性と協力伝道の深化と拡がりに触れて、改めて教えられたことがあります。そ
れは“福音宣教の業”が、一教会や一個人で行うよりも多様なチームワークによってどれほど豊かにされ
るかということと、今私たちが直面している社会的な課題に取り組むことなく「教会形成」＝キリストの
からだ作りは考えられない、ということを再確認させられたのです。
現地では３つのチームがＨＰなどを通して、具体的な協力の呼びかけをしてい
ます。無理せず、しかし決して忘れずにこれからも引き続き祈りに覚え、力を合
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わせて参りましょう。

奥村敏夫
日本バプテスト連盟 理事長
東日本大震災被災地支援委員会委員長

2012年度

募金目標総額

2000万円

2013年度までの3年間で1億7000万円の募金目標総額が昨
年の定期総会で決まりました。2011年度は1億3000万円、
2012年度は2000万円、2013年度は2000万円です。4月以降
もぜひ本募金のためにご協力ください。

