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主の御名を賛美いたします。 

今年は長い梅雨で、8 月初旬にやっと太陽が顔を出す天候でした。短い夏の仙台です。 

 

春日井教会、名古屋教会、名古屋西教会 支援チーム報告  7月 23日～25日 

復興が進み、緊急性がなくなったと感じられました。地域の人々のためにも、自分たちのためにも、この

ことは良かったと思います。しかし、傷の負い方は人それぞれで、支援の仕方も今までのようにみんな一緒

では難しいのかなという印象でした。これからの支援は遠くにいる私たちには難しいのかも…とも感じまし

た。私たちの支援の仕方も今までのようでなく、別の形のほうがいいのかなと。 

女川訪問では「この地域へお金を落としてください。それが復興支援になります」と言われました。力強

さを感じ、それが道理であると思いつつ、あからさまにそう言われることに抵抗も覚えました。「復興」と

は「生活できるようになること」なのか、要するに「物」なのか。半面、心の傷を引きずっているなと思う

人、関わる人がほしいと思っている人もまだまだいそうです。しかしそれが隠れてしまっている。そうした

一部の人への支援が顧みられないまま、国による復興が進み、人々はその情報で判断する。そんな複雑な一

面を見た気がします。一番印象に残ったのは、教会の方々の献身ぶりという声もありました。私個人もその

ように思いました。                         （名古屋西教会 神谷正樹） 

＜参加メンバーの声＞ 

・前回より奉仕活動そのものが少なかった。そのことで、支援の緊急性が緩んだこと＝復興が進んでいる

ことを感じた。 

・道路や町の様子を見ると、前回何もなかったところに家や店が立っていた。半面、まだ何もなされてい

ないと感じるところもあった。復興途上であると感じた。 

・「もう何度も同じ話をしているから」と震災の話をしたがらない方もいた。対応が難しかった。 

・支援の仕方が難しくなっているのではないでしょうか。とりあえず物はそろってきているようだし。 

  

石巻会堂予定地の草取りをお願いしました 仮設訪問の様子 

石巻宣教ミニストリー報告 

～東北をキリストへ～ 

 

2013年８月 ＶＯｌ．４ 

仙台福音自由教会 
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2013年 7月 25日 渡波垂水地区 支援活動 

この日朝から雨で、石巻に入っても止む気配はありませんでした。雨の中の支援活動とな

りました。 

 垂水仮設住宅で交流会を持つのは、初めてでしたが、みなさん早くから集まって、私たち

を待っていてくださいました。今回は、中部地区の３つの教会から 10名の兄姉が、参加して

くださり、お手伝いくださいました。 

 仮設の方々も、遠く名古屋からきてくださったと、喜んでくださいました。キーボードと

ギターの伴奏に合わせて、ふるさと、荒城の月、あざみのうたを歌いました。その後、被災

体験を伺いましたが、とても心を開いてお話くださり、時間があっという間に過ぎて行きま

した。 

 深い悲しみ、考えられない恐怖の体験、失ったものの大きさを思い、簡単に癒されるもの

でないことを、改めて感じさせられました。昼食の後、いつくしみ深きを賛美して、マタイ

11章 28節を声を合わせて読んでいただきました。 

 聖書の言葉を読むことは、初めての方ばかりかと思いましたが、とても力強い声で読んで

くださいました。みことばが、心に刻まれて、神様が、お一人お一人の悲しみを癒してくだ

さいますように門谷師の祈りをもって会を閉じました。 

 最後に各地から送っていただいたスポーツジェルやお米などをお土産に差し上げることが

できました。また衣類も喜んで持ち帰ってくださいました。 

 各地の兄弟姉妹のご支援にも心から感謝致します。この日同時に、戸別訪問も雨降る中で

したが行われました。また、帰り道、お二人のご婦人に会い、最後の２つの支援物資をお渡

ししました。私たちは、神様の不思議な導きに感謝しつつ、喜びに満たされて帰途につきま

した。                               （吉田真知子） 

 

訪問を終えて皆さん良い笑顔です（＾O＾） 
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枚方教会、大津教会、宇治教会、祝園教会、近江教会、川越教会、浦和教会、 

武蔵野教会 支援チーム活動報告 No.1             8月 21～25日 

「また会いてな」 

私たち川越福音自由教会有志は、昨年 2012 年 8 月 23 日に女川町尾浦浜での支援物資配布

に参加させていただきました。当時、震災後 1 年半にもなろうとしていましたが、尾浦浜の

人々は具体的な支援を受けておられないご様子でした。仙台福音自由教会の仮設住宅での活

動の場で、尾浦浜在住の S さんが「尾浦にも来て欲しい」と声をかけられたことが訪問のき

っかけだったそうです。関西地区協議会と川越教会の有志が支援活動に行くように仙台教会

では計画をしてくださいました。 

尾浦浜はリアス式地形。山を背中にし、海に面した漁港がある漁師町。80 軒程の家屋の全

てが津波で流されてしまいました。ただ 1 つ残った建物が S さんの作業小屋（母屋は流され

ました）。この作業小屋 2 階に S さんご夫妻が住まわれているだけの尾浦浜でした。他の住民

の方々は仮設住宅や民間アパート、身内の家等に移り住んでおられました。その方々に S さ

んが連絡をしてくださり、尾浦浜での久しぶりの再会の日となったのが、昨年 8 月 23 日でし

た。当日は、あるお祖母様のご葬儀が重なりました。その為に、S さんのご主人や何名かの

方々は支援活動の終了間近になって尾浦浜に戻ってこられました。亡くなった方はクリスチ

ャンで、石巻の教会に行っていたそうです。「この町にもクリスチャンが居られた。」と私の

心に強く印象に残りました。2 時間ほどの間に、支援物資を取っていただき、歌を歌ったり、

水野牧師が入れてくださった冷抹茶やお菓子を頂きました。私はある漁師の男性のお話を興

味深く聞きました。命からがら助かった事、鮭の養殖をしている事、いけすが流されて出荷

間近で、だいぶ大きく育っていた鮭を全て失った事、鮭の養殖を再開したが放射能汚染の風

評被害で鮭が売れない事、稚魚は岩手県の山で育ててここに持ってくるので放射能汚染はな

い事、仕事を続けて行けるか不安な事などをお話くださいました。方言が混じり、その方の

話す言葉の全てを理解する事ができなかったのですが、憤り、怒りが強く伝わって来ました。

支援活動がお開きになり、支援物資をその方の車まで運び、お別れするときに私はその漁師

さんご夫妻にお伝えしました。「今まで十分に努力されてきたのですから健康に気をつけて過

ごしてください。」その時、その漁師の方は私の目を見てくださり次のように仰いました。「ま

た会いてな」ボソっと小声で仰ったのですが確かにそのように聞きました。何と答えて良い

ものか言葉が見つからず戸惑いました。が、私は、うなずきながら握手をしてお別れしまし

た。「また会いてな」の漁師さんの一言が、その後の私の耳に残っていました。 

仙台教会のホームページを見て 2013 年 8 月 22 日に石巻支援活動の予定があることを知

りました。今年も支援に行かせていただけるかを吉田耕三先生にお尋ねしましたところ、快

くお受け入れくださいました。そこで、有志を募り今年も支援活動に参加させていただきま

した。そして、関西地区協議会と川越教会は昨年と同じ地、尾浦浜に行くように仙台教会で

計画してくださいました。S さんや昨年お会いした方々がお出でくださいました。しかし、
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あの漁師さんのお姿はありませんでした。皆さんと、お話しいているうちに、あの漁師さん

の奥様らしき方が居られましたので、「昨年お会いしましたか？S さんの小屋の前でお別れす

るときに握手をしましたね。」と聞くと「そうでした。」とお答えくださいました。再会出来

たことが嬉しくなりました。「ご主人様はどうされましたか？」と聞くと、「私をここに送っ

てくれて、いま仕事の小屋にいる。」という事でした。お名前を聞くと、その方は K さんでし

た。その会話を聞いていた S さんが電話で呼ぼうとしてくれました。奥様によると、ご主人

は近々検査入院をされるそうです。支援活動がお開きになる頃に、ご主人は来てくださいま

した。そして、私はご主人と再会。 

私「奥さんから聞きましたよ。検査入院するのですね。」 

K さん「・・・」（うなずくだけ） 

私「また会うことが出来て嬉しいです。」 

K さん「うんうん」（うなずきながら） 

短時間の再会でした。小松さんは、少しお痩せになったようですが、昨年よりも穏やかそう

な表情（失礼ながら）をされていたように思います。昨年お会いした時には、眼光鋭く怒りが

こもった様な印象を受けましたが、今年は違っていました。恥ずかしそうな笑顔を見せてくだ

さいました。K さんだけではなく、来てくださった皆さんの表情が柔らかかったように思い

ます。 

K さんとお別れするときに声をかけました。 

「また、お会いしましょうね。」 

K さんは、微笑みながら、昨年の私のようにうなずいてくださいました。 

 

尾浦浜の皆様と再会できること期待しつつ 

感謝                          川越福音自由教会 野瀬裕志 

 

姉妹方による二胡の演奏 

 

ゲームを交えながらのショート・メッセージ 
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枚方教会、大津教会、宇治教会、祝園教会、近江教会、川越教会、浦和教会、 

武蔵野教会 支援チーム活動報告 No.2             8月 21～25日 

去年に続き仙台教会にいくことができて、神様に感謝します。 

昨年来たときには瓦礫や壊れた車が山積みになっていましたが、今年はそれらが大分減って

いたことに驚きました。 

新しい家も建っていて、少しづつ町が再生していっていると感じました。 

去年仮設住宅を訪問させていただいたときは積極的に聖書の話をすることを 

さけていました。 

しかし、今年は皆さんの心が開かれていて、タカヤス商店でのイベントのときも多くの方が

聖書のメッセージを聞いてくださいました。 

毎週公民館（？）で行われている礼拝に参加しておられる方のお話を聞くことができ、神様

がこの地を愛し、人々の心を開いてくださっていることを感じます。 

仙台教会の兄弟姉妹がよく祈り、愛をもって支援を続けておられることの結果だと思いまし

た。 

仙台教会の皆様ともたくさんお交わりさせていただき、「来年も来てね！」という言葉

もたくさんいただき、本当に励みになりました。 

ノアもとても嬉しかったらしく「来年も行く！！」と今から意気込んでいます。 

課題として、仮設におられる方々が 3年を過ぎて疲れや不安に潰されないように祈らなけれ

ばならないと強く感じました。 

石巻に教会が立ち、その教会が多くの実を結びますようにお祈りします。 

また、捧げていく必要も覚えます。 

遠く離れてはいますが、神様にあって一つとされ共に仕えて行きたいと思います。 

今回も私たちを受け入れてくださり、本当に良くしていただいた仙台教会の兄弟姉妹に心

から感謝します。 

近江福音自由教会 梅田 加代子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜岡師のｼｮｰﾄﾒｯｾｰｼﾞに皆さん耳を傾けてくださ

いました 

120 食用意した焼きそばも全てなくなるほど 

大勢の方が来られました 
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石巻福音自由教会会堂用地 献地・鍬入れ式 2013年 8月 25日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 25 日に石巻会堂建設予定地において、献地・鍬入れ式が執り行われました。

8 月 27 日には地質調査が行われ、ベタ基礎での建築が相応しいとされました。

現場監督には、筒井孝宏兄が指揮にあたってくださいます。建築に関するすべ

てが守られますようにお祈りください。 
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石巻被災地支援金会計 2013 年 8 月末残高 

7 月・8 月入金 7 月・8 月 出金 8 月残高 

50,448 358,980 2,594,046 

お捧げいただき感謝します。（祝園教会／仙台教会） 

祈祷課題 

1．建築に関する諸手続きがスムーズに行われますように。（建築申請、施工） 

2．米国 R3Iとの協力がスムーズに進み、2014年 3月初旬までに会堂が完成できるように。 

3．栗原師の後任を担う方が起こされますように。 

4．被災地全地に主の祝福が溢れますように。 

5．支援活動に携わる一人一人が愛に満たされて、石巻に赴くことができるように。 

2013 年 7 月・8 月石巻宣教ミニストリー会計報告 

収     入 支     出 

前月繰越 18,066,514   

7 月 605,521 7 月 208,790 

8 月 714,106 8 月 877,423 

  次月繰越 18,299,928 

合計 19,386,141 合計 19,386,141 

※支出内訳（ササキ設計会堂設計費一部、栗原師謝儀、建築諸雑費） 

お捧げいただき感謝します。（近江教会／武蔵野教会／高槻教会／名古屋西教会／片柳教会／川越

教会／関西地区協議会／清瀬教会／けやき通り／東村山教会／東川口教会／新松戸教会／宇治教

会／関東 東西南地区合同青年会 春・夏キャンプ／J-Challenge2013 中高生キャンプ／古川教会／

仙台教会／個人（1 件） 

 

石巻宣教ミニストリーへの献金は、 

※ 現在、ゆうちょ銀行の口座間で、ATM を利用した振込送金であれば、手数料無料で送金することが可能です。（現
金払い込には手数料がかかります） 

 

ニュースレターは、2 カ月に 1 度発行いたします。個人的に受取を希望される方は、
kyoukai@sendaiefc.com までご連絡ください。 

仙台福音自由教会  

牧師 吉田耕三 協力牧師 栗原延元 

〒981-0954 宮城県仙台市青葉区川平 5-3-8 

TEL：022-277-1435 FAX：022-277-1465 

HP http://www.sendaiefc.com  

Eメールkyoukai@sendaiefc.com 

支援活動の様子は、随時ホームページと Facebookにアップしています。 

http://www.sendaiefc.com/311/ 

http://www.facebook.com/sendaiefc?ref=ts&fref=ts

276 5556112 七十七銀行長命ケ丘支店 石巻宣教ミニストリー 代表役員 吉田耕三 

18160 25717651 ゆうちょ銀行 宗教法人 仙台福音自由教会 
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石巻ミニインフォメーション 
 

石巻ハリストス正教会教会堂 

  
震災前の教会堂全景 震災前の礼拝堂（２階部分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初代会堂（1879 年建立）は 1978 年（昭和

53 年）の宮城県沖地震によって壊滅的な損

傷を被ったことから改築することになった

際、現存する木造の教会堂としては日本最

古のものということから市民有志の手によ

り市民共有の文化遺産（礼拝はしていない）

として石巻市中瀬公園に復元移転された。会

堂は石巻名所の一つとなっていたが 2011年

3 月 11 日の東日本大震災で津波による壊滅

的な被害にあった。石巻市は会堂の再建を決

め、現在その再建場所を検討中である。 

  

 

  

 


