
被災教会支援
チャリティー・コンサート
始まる

　2013 年春より始まった被災地支援コンサートに続き、昨年冬
から新たに被災教会の貸付金返済支援のためのチャリティー・コ
ンサートが始まりました。主催は開催教会で、救援対策本部が共
催します。演奏に関わる費用は本部が負担し、チケット売り上げ
は全て被災した教会の貸付金返済のために用いられます。

　昨年 12 月 10 日（木）の郡山教会を皮切りに始まったコンサー
トは、1月 22 日（土）千葉本町教会、3月 9日（水）アジア学院、
10 日（木）横浜指路教会、26 日（土）田園調布教会と続きます。
郡山教会では、山口幸子さん（新日本フィルハーモニー交響楽団・
第一ヴァイオリニスト）と高橋碧伊さん（フランス留学から帰ら
れた新進気鋭のピアニスト）によるデュオの演奏で、会堂があふ
れるほどの盛況でした（参加者 112 人）。また、千葉本町教会では、
母と子ども向けの昼の部と一般向けの夜の部の 2回開催で、大人
74 名・子ども 19 名の計 93 名が参加しました。チケット売り上
げと献金は合わせて 21 万円でした。千葉本町教会は被災教会で
はないので、売り上げは被災 3教区（奥羽・東北・関東）に貸付
残額に応じて振り分けられます。演奏者は西谷衣代さん（声楽・
二期会会員）と木村りえ・りささんの視覚障がいの双子のピアニ
ストでした。

　この企画は、本部の活動の最終年度である 2016 年度に本格化
します。2月 1日現在、教会・牧師館再建・復興のための貸付を
受けた教会・幼稚園・教育施設は 24 箇所で、その内 4教会は返
済を終えていますが、残りの 20 箇所の返済総額は 2億 9,609 万
8,500 円になります。

　ところで、救援対策本部は、支援を求めた全ての教会に対し、
国内募金から 5億 4,628 万 7,429 円の支援を行って来ました。し
かし、さらになおこの先 1教会の支援が見込まれ、支援総額は 5
億 8,000 万円を超える見通しです。

　何よりも 10 億円募金が達成され、被災教会の求めに応えるこ
とが出来た幸いを感謝します。そして、2016 年度を迎えるにあ
たり、貸付金返済に協力し、復興事業が未だなお続いていること
を知っていただくためにこの企画は始まりました。素晴らしい演
奏家の方々の協力が得られている今、チャリティー・コンサート
の輪がさらに広がることを願ってやみません。

東日本大震災
救援対策本部担当幹事
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東日本大震災救援対策本部ニュース教会・幼稚園・学校 貸出額 返済額 貸出残高
奥羽＿一関教会 3,900,000 3,900,000 
奥羽＿宮古教会 40,000,000 40,000,000 
奥羽＿千厩教会 25,000,000 25,000,000 0 
東北＿いずみ愛泉教会 500,000 500,000 
東北＿安積教会 2,000,000 1,500,000 500,000 
東北＿角田教会 1,700,000 1,700,000 0 
東北＿岩沼教会 14,000,000 14,000,000 0 
東北＿郡山細沼教会 5,206,129 5,206,129 0 
東北＿三春教会 300,000 200,000 100,000 
東北＿鹿島栄光教会 21,000,000 5,100,000 15,900,000 
東北＿常磐教会 35,000,000 3,500,000 31,500,000 
東北＿仙台ホサナ教会 7,000,000 2,281,500 4,718,500 
東北＿川俣教会 10,900,000 1,090,000 9,810,000 
東北＿中村教会 30,750,000 2,000,000 28,750,000 
東北＿福島教会 20,000,000 20,000,000 
東北＿福島新町教会 8,500,000 6,100,000 2,400,000 
東北＿名取教会 4,000,000 200,000 3,800,000 
関東＿伊勢崎教会 24,000,000 1,200,000 22,800,000 
関東＿宇都宮教会 39,500,000 4,080,000 35,420,000 
関東＿宇都宮上町教会 32,500,000 32,500,000 
関東＿水戸中央教会 16,500,000 16,500,000 
清愛幼稚園 10,000,000 1,000,000 9,000,000 
聖和学園竜ヶ崎幼稚園 10,000,000 10,000,000 
アジア学院 9,000,000 1,000,000 8,000,000 
合計 371,256,129 75,157,629 296,098,500 

※ 2015 年 12 月 31 日現在、被災教会等への貸付残高は、296,098,500 円です。その原資は、①外部から借り入
れている 1億円と②国内募金から借り入れている 196,098,500 円です。但し、②は本来活動資金として使われ
るものであるため、活動資金の必要に応じ国内募金に返済します。従って、本部活動が終了する 2017 年 3 月
には国内募金からの借り入れはゼロとなり、被災教会等への貸付原資は全て外部借り入れとなります。

　2017 年 3 月 28 日（火）～ 31 日（金）、日本基督教団が主催して、京都・関西セミナー・ハウスを会場に『持

続可能社会の実現に向かって』を主題に国際青年会議を開催します。この会議は、2014 年 3 月 11 日～ 14 日、仙

台の東北学院を会場に『東日本大震災国際会議「原子力安全神話に抗して──福島からの問いかけ」』が開かれ、韓国、

台湾、アメリカ、ドイツ、スイス・カナダなど各国からの参加者とともに盛大におこなわれましたが、そこで協議さ

れた課題を継続する形で、特に若い世代の内外のキリスト者を中心にした会議になるよう企画されています。先の仙

台の会議で採択された宣言では、「核のない世界（ニュークリア・フリー・ワールド）を実現するために、真実を語り、

具体的な行動をとることができるよう、正確な情報を集め、共有し、互いに支え合わなければなりません。そのために、

世界の教会、エキュメニカルな 宣教団体、NGO、その他の機関が共同してグローバルなキリスト者連帯のネットワー

クを構築するよう努めます」「若い世代の人々がこの問題を担い、リーダーシップを発揮できるよう教育と訓練に努め

ます。また、わたしたちの教会が活発な議論を通して変革の担い手となり、この問題の重要さを社会の多くの人が認

識するように努めます」との決意と呼びかけを公にしています。この会議はこの決意を具体化するための企画で、こ

れをもって 6 年間に及ぶ教団の救援対策本部の働きは一応の終結となり、集大成の会議となります。（文責：秋山徹）

■会堂牧師館再建貸出金報告

国際青年会議開催 2017 年 3 月 28 日～ 31 日 於：京都・関西セミナー・ハウス



「第 5回こひつじキャンプ in 台湾」開催される！
　新しい年が明けて間もなく、5回目の「こひつじキャンプ in 台湾」（2016/1/4 〜 7）が開催されました。今回
は台湾基督長老教会（PCT）新竹中会の招きで、福島県から33名の親子と、スタッフとして佐々木美知夫副議長
以下5名が参加しました。滞在3日目の夜、恒例となっている懇親会には、参加した12家族の親が集まり、様々
な思いを語り合いました。スタッフの１人である岸ひかりさん（千葉本町教会員）のメモをもとに、親達が語った「震
災を通じて一番大切だと思ったこと」を紹介します。【　】内の氏名はイニシャルです。（飯島信／担当幹事）

◆「命」
　出来る限りのことをして、後悔しない
ように努力していきたい。他の人がどう
言っても結局自分次第だから。【SM】

◆「信念をまげないこと」
　震災当初は情報を得ることが大切だと思っていた。
しかし、そこから得たことを実践するには信念を曲
げないことが重要。子どもにお弁当を持たせている。
今では学校で一人だけ。そのことによって、子ども
には他の子どもと違うという違和感が出てくる。担
任も、食事以外のことでも「あなたは違うから」と
言われる。それでも信念を曲げない。【HA】■苗栗大湖でイチゴ摘み！

◆「保養への参加」
　友人と協力して、出来る限り保養に応募してい
る。しかし、お金や仕事との兼ね合いもある。また、
多い情報の中で判断しかねる時もある。【SH】

◆「家族の安全」
　震災時には家族と連絡が取れなく
なった。夫がどこにいるのか 1 日以上
分からず、本当に無事なのか確信がな
かった。ケータイは便利だが（災害時に）
便利ではなかった。【KT】

■新竹中会の歓迎会

■何でこんなに美味しいの！

◆「起こったことを人のせいにせず自分で学ぶこと」
　どうしても人間は楽な方、心地のいい方を選んでしまう。しかしあ
えて心地の悪くなる情報を見ることも重要。そして答えは出なくても
考えることをやめないことが大切。【SN】

■新竹教会歓迎会

■広場で思いっきり自由遊び

■埔心牧場の豚さんレース

◆「子どもの将来」
　震災の年にたまたま子どもを外に連れ出すイベントが
あった。それがきっかけで保養に連れ出すようになった。
しかし、長男は保養に行くことで長期の休暇中、部活に出
られなかった。周りの友達に「ずる休み」と言われ、それ
以降、長男は家では部活に行っているふりをして実際は行
かなくなっていた。原発から守るためにと自分がやってい
ることが子どもに伝わらない事がある。結果、自分自身が
妥協してしまうこともある。しかし子どもの将来が心配。
出来ることなら海外にいて欲しいとさえ思う。【SR】

◆「人のつながり」
　震災により仲良しの人びとが離れていった。私は
仕事があるため避難できない。避難した人からは「子
どものこと考えていないんじゃない？」と言われた。
一方で、10 年ぶりの友人や、会ったこともないネッ
ト上の友人が心配し、支援してくれた。食糧や物資
を送ってくれたり、元気な心を保つためにアイドル
の本を一番上にして送ってくれたりした。【YM】

◆「子どもの命」
　震災後離れ離れになりやっと会えたときに子どもの命
の大切さを痛感したが、震災後に何も知らずに子どもを
外へ連れ出していた無知を後悔している。初めて参加し
た保養で、周りの母親から教えられ、放射能の怖さを
知った。しかし、給食では地元産を食べることを推進し
ている。ご飯だけでも弁当持参が出来ないかと学校にか
けあったが、校長から「あなたのお子さんだけ冷たいご
飯でいいのか」と言われた。牛乳も持参をかけあったが、
学校からだめといわれた。自分の意思を突き通せなかっ
たことを後悔している。例え子どもが大きくなって病気
になったとしても、やれることは十分やったと思いたい。
それは自分のためでもあると思う。【AM】

◆「子どもに伝えること」
　起こってしまったことは仕方がないが、子どもが自分で
これからどうするかを考えられるようになって欲しい。将
来、福島出身ゆえに、誹謗中傷にぶつかるかもしれないが、
それ以上に世界の皆が福島のことを考えてくれていること
を子どもに知って欲しい。保養などを通して小さい頃から
そのことを感じてほしい。【GN】

■これで？個目！

第 5回「こひつじキャンプ in 台湾 ( 新竹 )」の思い出
　震災のとき、息子は 8ヶ月でした。5日間、ライフラインが途絶えましたが、
幸いにも主人の実家に同居させてもらい、私と主人は安心して職場に行くこと

ができました。余震が続く中、祖父母に預けられ、息子はどんなに不安だったか、心細かったか、避難することもできず、親
として何もできなかったことを申し訳なく思っています。
　外で遊んではいけない、休日は必ず遠くへ連れて行く、父親と離れてでも保養キャンプに参加する、全て私の自己満足でした。
自分で判断することの難しい 5歳の子どもにとっては有難迷惑だったかもしれません。でも、キャンプに参加するたびに「自
信を持って！」と背中を押されます。
　あれから 5年、台湾で元気に走り回る息子、お友達と大笑いしている息子、教会で「きらきら星」を合唱している息子を見て、
不覚にも涙が出てしまいました。大きくなったなぁ～。でもね、おじいちゃん、おばあちゃん、隣のおばちゃん、みんなのお
陰で大きくなったんだよ。世界中の心配してくださる人びとのお陰で、こうして台湾に来られるんだよ。あなたはあふれる愛
の中で育っているんだよ。このことを今は実感できなくとも、いつか分かってもらいたい。これからの人生の糧にしてほしい。
切に願います。
　台湾では素晴らしい歓迎を受け、暖かい手作りの食事、楽しいイベント、心が豊かになる 5日間でした。同じ 5日間でも
ライフラインが途絶えた 5日間と台湾の 5日間、こんなにも違うのですね。世界中の人々の愛を受けて、いつか私達も何ら
かの形で恩返しができたらいいなと思います。そして、震災で「fukushima」がどうなったかを絶対に忘れずに、二度と同
じ過ちを繰り返すことなく前を向いて歩いて行きたいと思います。そして、震災から 5年が経とうとしているにも関わらず、
「fukushima」を支援してくださる世界中の方々に心から感謝いたします。ありがとうございました。

郡司尚恵（2016 年 1月 15日）

■迦南教会での送別晩餐会


