
	 

3・11 から 3 年 7 か月が経過しました。その間も自然の猛威は様々なところで災害をもたらし、被災者

を増やし続けています。災害とは想定外で、「いつ」「どこで」発生するのかはわかりませんが、自然災

害は起こるべくして起きている自然の循環であり当然の活動です。	 

「備えあれば憂いなし」の戒めがあります。日頃から災害が起きることを想定し、自らの環境を把握する

ことが大切です。また、身近な方々との友好的な関係を、日頃から構築することの必要性を覚えていま

す。	 

架け橋の指針は、人と人、人と地域、地域と地域の架け橋となるべく、ファシリテーターの働きに従事

します。	 
	 

	 

「寄り添いの構築」	 

3 年 7 ヶ月に及ぶ「地域支援ネット架け橋」の取組は下記の通りです。	 

① 仮設・住宅地域のコミュニティー支援（例：面識のない方々との交流）。	 
② 被災地における心のケア（例：孤立、孤独、不安、相談ができないプライベート問題等）。	 
③ 働き人（支援者）の共助強化（例：単独では出来ないこと、負担の分かち合い、支援者の心の傷）。	 
④ 活動のための経済支援（例：地方及び被災地で経済的に困窮する方々への支援）。	 
⑤ クリスチャンの貢献（例：クリスチャンとしての特性を生かした貢献。精神力、共同心、協働力、奉仕力等）。	 
⑥ 失敗したことなどへの反省とフォローアップ（例：隠さない方式、共有する事）。最善を心がけますが、人は失
敗しやすいものです。責めるのではなく、反省を共有して前向きに進めるように共に歩みます。	 

⑦ 心の起伏調整の努力（例：心と向き合いながら働き続けることは、相関関係にダメージを与えかねない）。	 
	 

上記を意識して活動した結果、状況は下記のように改善されました。	 
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2014 年 1 月から 9 月までの数値ですが、①は地域コミュニティ

ー（約 2410 名 1−9 月）のための支援となり、内容は自治会及び行

政区交流で、地域の企画達成支援となる。②はイベント及び茶話

会（約 1785 名 1−9 月）で、地域に住む人々との交流と地域を思う

気持ちを向上させる働きとなる。これにより地域の企画達成が現

実のものとなる。それだけでなく人間関係が苦手な方々へのアプ

ローチにもなり、共助力、協働力が生まれる。	 

	 

	 

	 

「ファシリテーターとして働く」	 

	 2015 年からの指標は「傾聴訪問」で、個別の関わりに時間を割くことを考えています。でもこれには課題もありま

す。	 

A・人材	 、B・育成	 、C・経済	 。	 

A・B に関しては、「同労者」となるための徳を高め合う敬虔な人材が必要とされます。	 

① 精神…〝人格〟	 〝贖罪を担う〟（例：聖書が伝える人格の成熟性追求）。	 
② 知識	 …〝専門的・経験的〟（例：人にはそれぞれ課題があり、その課題と向き合うためのスキル）。	 
③ 関係	 …〝スキルの向上〟（例：聖書から「仕える」ことを学び、関係向上の喜びを味わう）。	 

 

 

 

① ② 
延べ 2410名 

② 延べ 1785名 

延べ 1785名 

延べ 694名 



④ 身体…（例：継続的活動は、心のストレス及び身体に負担がかかるので、関係にダメージを与える可能性が大き
い。適度な休みと、良い活動をすることが解決）。	 

C に関してですが、経済を支えて下さる支援者は協働者であり、絶対的に必要な存在です。共感できることに経済

をもって支える。（例：メーリングの充実。月に一度、簡単な DM を送ります。応援してくださる団体や教会、個人

に、報告及び分かち合いに伺います。ニュースレターは二ヶ月に一度、配布します）。	 

	 

2015 年の活動場所と対象、その内容	 

① 仙台、石巻、登米、南三陸	 へ、ネットワークとして活動します。	 
② 被災地で活動する人々への応援（例：安心と安定を図り、助け合う）。	 
③ 地域の過疎化と社会性の問題への取り組み（例：年配者への生きがい。地域にあって若者の未来を繋ぐ。家族の
共同向上等）。	 

	 

2015 年から 3 年間を見据えた活動指標	 

① 高台移転された方々へのコミュニティー形成支援と、聖書の教えを地域へリソースする。	 
② 困窮者のための自立助力支援（例：国が掲げた困窮者自立支援法を用いた企画。	 年配者の生活、若者の生き方応
援）。	 

③ ネットワークによる協働力（例：次世代へのアプローチとファシリテーター）。	 
④ 贖罪的寄り添い。	 
⑤ 日本における宣教（宣証）と教会へのアプローチ。（例：他宗教者との向き合い、年中行事への取組）	 
⑥ 文化（風土）に向けた聖書の教え（良き業）を浸透（タイアップ）（例：相互協力、Win−Win 関係	 ）。	 
⑦	 地域支援ネット架け橋（御国構築）の明瞭な活動（例：企画の充実と安定を目指す。個人的なアプローチも重要

だが、地域層に聖書の教えを練り込むことで、通年の変革をもたらすとの確信）。	 

	 

今後も、仕える働きを重視し、聖書の教えを分かりやすく提供する取組を展開し、地域に福音が浸透するよう努力

します。クリスチャンという存在を地域に理解していただき、身近に必要な存在であることを、相互関係を通して伝

えます。土壌（文化と風土）開墾こそが、「架け橋」の挑戦と取組です。	 

	 

文責者	 中澤竜生	 （地域支援ネット架け橋）	 

	 

※	 被災地でのニーズ	 

	 

・イベント活動（例：コンサート、落語等）	 

・茶話会、傾聴会・カフェなど	 

・仮設地域の清掃と年配者のお手伝い	 

・仮設地域と談話室のクリスマス・イルミネーション飾り付け作業	 

・餅つき・炊き出し手伝い	 

・簡単な手作りイベントとその物資	 

・草刈り、環境整え	 

・仮設談話室支援（例：コーヒー、お茶、砂糖、ミルク、	 

トイレットペーパー、ティッシュ BOX、食器洗剤、	 

日持ちするお菓子）	 

・クリスマスイベント（例：地域・施設等）	 

	 

＜被災地からの個人・地域によるお願い＞	 

折り紙、リリアン、ミシン 1台、クリスマス・イルミネーション（長い方が良い）	 

木臼１、杵２、餅米 60 ㎏	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

  

 

愛媛県から絵葉書を沢山頂きました。	 

それを被災地にもって行きましたところ	 

大変喜ばれ、あらゆる場所に貼られていまし

た。	 

「いつも読んで励まされています」とのこ

と。	 感謝！	 

戸倉中学校グランド仮設という高台に大きな木が立っています。その下

に仮設が建ち並びます。遠くからもこの木は見えるのですが、仮設住民

の方は、この木にイルミネーションを付けたいようです。すでにもう一

つの木にイルミネーションは付けられたのですが、この大きな木に付け

るのは、そこに住む方々の挑戦なのかもしれません。「少しずつでも」

この木の近くに住む人が私の家から電気を引いてもいいからと言われて

います。まさに”闇から光”はじめは、住民の方々も私も聞き流しをし

ておりましたが、ここになって挑戦してみようと考えました。この木の

高さは 25メートル。はたして・・・ 



たくさんの応援を心から感謝いたします。	 
	 

＜地域支援ネット架け橋＞	 “敬称省略、順不同”	 

※	 繰越金： 256,132円 
※	 活動資金収入：784,844円	 （8−10月）	 
	 

清瀬グレースチャペル・基督聖協団習志野教会・基督聖協団千葉教会・基督聖協団中川教会	 

基督聖協団上田教会・基督聖協団若潮教会・基督聖協団目黒教会・基督聖協団八王子教会	 	 

基督聖協団八王子教会ハンドベルクワイヤ・基督聖協団本部・基督聖協団青梅教会	 

基督聖協団弘前富士見教会・基督聖協団信徒会・大阪女学院・神戸恩恵教会・大阪永楽教会	 

グレース宣教会久宝チャペル・コイノニア福音教会・ホノルルキリスト教会・グレース宣教会	 

基督聖協団ときがわ教会・新潟グレースチャペル・特定非営利活動法人	 B.F.P	 Japan	 

イザヤ58ネット・萱島キリスト教会・University	 United	 Methodist	 Church	 

八ヶ岳高原キリスト教会・愛媛県匿名（愛）・長縄俊一郎・NPO法人東北ヘルプ	 

基督聖協団練馬教会・佐藤溢子・佐藤由紀夫・日本イエス・キリスト教団京都聖徒教会	 

田島幸児・飯村めぐみ・松井伴子・松本美佐・家の教会・船堀グレースネットチャペル	 

基督聖協団越生教会・基督聖協団西仙台教会	 

	 

※	 支出合計金額：850,000円	 （8−10月）	 

車両費(	 車税、維持費)、交通費、事務費、通信費、啓蒙活動費、ネットワークサポート、衛生費、食費、

慶弔費、	 スタッフ経費、修繕費、被災地年中行事サポート、雑費、茶話会（傾聴費）	 

	 

※	 次回繰越金：190,976円	 

	 

＜南三陸町を支えるキリスト者ネットワーク＞	 “敬称省略、順不同”	 

※	 次回繰越金:196,594円	 

※	 献金収入:	 158,735円(2014/8−10) 
※	 支出合計:	 292,036円	 (2014/8−10)	 内:	 架け橋への指定献金 
※	 支出項目:	 コミュニティー支援(地域交流費)/	 交通費/会議費/ネットワーク交流費	 

	 

新潟グレースネットチャペル・基督聖協団目黒教会・上野芝キリスト教会・ホーリネス教団千葉教会	 

NozomiMission	 

	 

次回繰越金:	 63,293円	 

	 
	 

	 

	 
	 

	 

	 

【お振込口座】------------------------- 
七十七銀行 宮城町支店 
口座番号: 普 5497795 
名義: キリスト聖協団西仙台教会かけはし会計 中澤佳子 
【被災支援指定】------------------------- 
三菱東京ＵＦＪ銀行	 	 千葉支店	 店番270	 	 口座番号 0486326 
基督聖協団南三陸町を支えるキリスト者ネットワーク代表役員 濱野好邦 
�メール等でご連絡を頂けると感謝です。	 (kakehashi.net@gmail.com) 
私たちの働きは今も続いていますので是非覚えてお祈りください。 
                  心からのサポートを感謝を致します。	 
 

PayPal よりクレジットや海外より応援して頂く事も可能です。	 

アドレスは、yoshiko.n36@gmail.com	 です。	 


