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2014.11.17 ●「希望の家」チャリティー、被災地 

 

お元気でいらっしゃいますか？ 

引越し、来日、コンサートの忙しさが続いてきた中、皆さまには、短い報告やプレイヤー・リスエストをお送りして

きましたが、やっと 3 か月ぶりにメルマガ原稿を書く時間を取ることが出来ました。しかし、長いメルマガになりま

すこと、どうぞお許しください。 

 
 

●「希望の家」チャリティー 

10 月 24 日に AKWM が開催した、ミャンマーの「希望の家」のチャリティー・コンサートのためにお祈りくださり、

本当にありがとうございました！国内外の皆さんが関西圏のお知り合いに呼びかけてくださったお蔭で、当日、148

席の会場に、159 人もの方々が集まってくださいました。いつも素晴らしい演奏、アレンジをしてくださる野田常喜

さん（ピアニスト）の他に、大西悦子さん（ソプラノ）、妹尾始子さん（アルト）、橘直己さん（テノール、橘さんは

司会も務めてくださいました、名司会でした！）が、「祝福の泉」で素晴らしいハーモニーを奏でてくださいました。 

 

今回は、AKWM チャリティー支援+個人支援によって 2011 年にヤンゴンに建てられた孤児家の、修復工事支援のた

めのコンサートでした。工事の見積もり額は 70 万円、その金額を目標に据え、祈り始めました。しかし、ここ 3 年

間のチャリティーの収益金は、20 万円代。また、最近は、企業への献金の呼びかけはしなくなりましたので、果たし

て、どれだけの収益が見込めるか分かりませんでした。 

 

しかし、コンサート当日、献金箱だけで、何と約 34 万円もの寄付金が寄せられたのです。これは、チャリティー、過

去最高の当日献金額です。そして、必要経費を除いたチケット売上を加えると、合計 50万円の収益となりました。こ

れまでの 2 倍以上の収益に、主に感謝をささげました。しかしながら、修復工事のためには、20 万円不足の額でした。 

 

そうしましたら、一昨日、「希望の家」の献金に加えてください、と、20 万円を持って来られた方がいらしたのです！

祈りに応えてくださる主の真実に、恐れを覚えるほどの感動を覚えました。さっそく、「希望の家」の働きを支えてお

られる M 宣教師支援会宛てに、70 万円を振り込ませていただきました。皆さまのお祈りとご協力に、心からの感謝を

申し上げます！ 



コンサートで販売した、「希望の家」の世

話人と子供たち製作の、カチン族の布地の

草履が、まだ 3足余っています。23.5cm

の黄色一足、24.5ｃｍ赤一足、26.5cm

の男性用紺色一足です。ご希望の方がいら

っしゃいましたらメールでご連絡くださ

い。1000 円+送料でお送りします。 

 

ちなみに、私はこの草履を、家でスリッパ

代わりに使用していますが、とても履きや

すいです。女性用のスリッパは、鼻緒にカ

チン族衣装のピーズが付けられており、と

ても素敵です。 

 

 

 

●被災地コンサートツアー 

 

❧岩手県 
 

チャリティー後、休む間もなく被災地行きの準備をし、

10 月 27 日、盛岡に向かいました。が、最初の二日間

は、ハーピストのキャサリンとの音合わせだけでした

ので、夜にはゆっくりと休み、十分な睡眠を取ること

が出来ました。 

 

10 月 29 日～30 日、2 回のコンサート×3 日、また、

被災者との交わり、ボランティア、スタッフとの交わ

りと、目まぐるしい日々でしたが、体調も声も主が守っ

てくださいました。 

 

宮古、釜石、大船渡の仮設でのコンサートはこれで 3

回目、約半分の方々は、以前私のコンサートに来てくだ

さったことのあるリピーターの方々でした。2年前、一

番最初に宮古を訪問した時は、皆さんの表情がとても暗

かったのを思い出します。 

 

宮古の田老地区には、世界一の防潮堤がありました。そ

して、自分たちの町は世界一の防潮堤で守られているか

ら逃げなくても大丈夫と、津波警報が鳴っても非難しな

かった人が多かったのです。そのため、200 人が波に呑

みこまれてしまいました。 

 

2 年前、震災のショックでまだ鬱状態、無表情だった人々

は、昨年お会いした時は、堰を切ったように、津波の様

子や、そこからどのようにして助かったのか、避難所生

活のこと、家族や友人、家を失った悲しみ、仮設での人

間関係の難しさなどを話してくれました。 

 



今年は、皆さんの表情がとても明るくなっていまし

た。ある方がこう言いました。「泣きたいときは、

ひとりになったときに車の中で大声で泣く。だけど、

みんなと一緒の時は、冗談を言い合って大声で笑う、

そうやってみんなでがんばってきた」。 

 

ある仮設では、丁度コンサートが終わる頃に、4 人

のお巡りさんが入ってこられましした。そこでコン

サートを延長。万引きと父が警察官だったいきさつ

の証しをし、アンコール曲 2 曲を歌いました。仮設

には、若い警察官が、全国から派遣されています。

任期は一年。仮設住民の安否を気遣い、毎日一軒一

軒を訪問して回ります。このお巡りさんたちの心に

も、福音のメッセージが届きますように！ 

 

仮設の現状は、変化してきています。今、復興住宅

建築が進んでいますが、何人もの人々が仮設を出た

くないと言っています。仮設は無料だが、復興住宅

はお金がかかること、また、新しい人間関係を築く

ことに、大きな不安を覚えているようです。 

 

「3.11 いわて教会ネットワーク」の地道な活動の

積み重ねによって、仮設の皆さんは、クリスチャン

とキリスト教に心を開き、何の抵抗もなく聖書の話

しを聞いてくださいます。ある仮設では、コンサー

ト後、ひとりのご年配の女性が、ボランティア・ス

タッフと目を輝かせてキリスト教の話しをしてい

ました。 

 

3 年前から、ダイレクトに信仰の話しをしてきた Y

さん、M さんにも再会しました。まだ決心には至っ

ていませんが、求め続けておられます。3 年前に信

仰に入られた K さん、昨年洗礼を受けられた M さ

んにもお会いしました。岩手県の被災地には、スタ

ッフの愛と涙と労苦によって、確実に福音の種が蒔

かれています。 

 

 

❧福島県 
11 月１日、キャサリンの車で、岩手県大船渡市から

福島県相馬市に向かいました。 

  

2 日の相馬キリスト福音教会の賛美礼拝は、たった 6

人のご年配の婦人クリスチャンの皆さんが、多くの祈

りを重ねて準備をしてくださいました。相馬市だけで

なく、福島、原町、南相馬、宮城県仙台からも 60 人

以上の方々が駆けつけてくださいました。 

 

コンサート後、昔ミッションスクールに通っておられ

た女性が、「今日の賛美を聞いて、また讃美歌を歌い

たいと思った。今度の日曜から教会に来ます」と言っ



てこられました。彼女が教会につながり、信仰に

導かれますように！ 

 

3 日朝、相馬市の仮設住宅、被害地区、復興住宅を

見て回りました。ここは平地が広がる町で、津波

が襲ったとき、住民は逃げ場所がありませんでし

た。それで、多くの家が波に飲み込まれ、500 人

の方々のいのちが失われました。ただ、平地が広

がっている分、この町では、復興住宅建設が、ど

の町より急ピッチで進められています。 

  

  

3 日午後、いわきに向かう途中、富岡のゴーストタ

ウン化した町を見て回りました。本当に、ひどいゴ

ーストタウン。。。家々は、泥棒によって荒らされ、

また、ねずみとイノブタの住処になっています。つ

い数か月前までは、故郷に戻りたいと思っていた

人々も、このような現状の家にはもう戻りたくない

と、別の地に住居を求め始めています。その光景を

見た後、いわきに到着するまで、キャサリンも私も

ひとことも言葉を発することができませんでした。 

 

午後 4時ごろ、いわき市の南に建てられた、翼の教

会（福島第一聖書バプテスト教会）に到着、翌日

のコンサートのリハーサルをし、教会の皆さんと

一緒に夕飯。いろいろなお話しを伺うことができ

ました。 

 

4 日、10 時半から教会のカフェでコンサート。 

いわき市からだけでなく、近隣の町々や東京から

も駆けつけてくださり、カフェは一杯になりまし

た。この日は、特別な神のご臨在を感じました。

聞く方も演奏する方もひとつとされたようなコン

サートでした。みなさん、真剣に賛美と証しを聞

いてくださり、多くの方々が涙ぐみ、目を真っ赤

にされていました。 

 

終わってから、ひとりの女性が、「自分は、これま

でいろいろな集会に参加したが、そのたびに落ち

込むことが多かった。けれども、今日は本当に励

まされた。『神への賛美』というものにこんなに力

があるのなら、自分もこれから教会に集って、賛

美したい思う。」と言ってこられました。相馬の女

性と同様に、一日も早くイエス・キリストを救い

主として受け入れ、神の子とされて、心からの感

謝と賛美を神にささげて欲しいと願っています。 

 

 



●お祈りください 
 
以下、11月、12月の予定です。主が、この者の霊肉を守ってくださり、最後まで、しもべとして、身を低くし

て、主に仕えることができますように。コンサートを通して、人々に救いのメッセージを運ぶ道具として用いて

くださいますように。メッセージ、賛美講演会では、主が知恵と啓示の御霊を与えてくださり、みことばの真理

をお分かちすることができますようお祈りください。 

 
11 月 20 日（木） 日本キリスト改革長老・霞ヶ丘教会「ぶどうの木賛美コンサート」  

10:00~ Tel.078-707-2155 

11 月 23 日（日） 浜松ホーリネス教会 献堂１0 周年記念コンサート 14:00～連絡先：教会 053-472-4850 

11 月 30 日（日） 泉北キリスト教会  クリスマスコンサート 14:00～  連絡先：教会 072-291-0890 

 

12 月  1 日（月） プレイズ・ワーシップ 18：45～ 連絡先：ミッション宣教の声 06-6226-1334 

12 月  6 日（土） あびこ市民クリスマス 13:30～ けやきプラザふれあいホール 

連絡先：湖北台教会 岡本牧師 04-7188-0006 

12 月  7 日（日） ジョイチャペル新松戸 メッセージと賛美 10：30～ 連絡先 047-342-8070 

12 月 13 日（土)  流山福音自由教会 クリスマスコンサート 14:00～ 

連絡先：教会 04-7154-1323 

12 月 14 日（日） 流山福音自由教会 賛美講演会 13:30 

12 月 20 日（土） 小岩栄光キリスト教会 クリスマスコンサート  15:00~ 

小岩アーバンプラザ（大ホール） 連絡先：教会 03-3657-5505 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

●お知らせ 
10 月に平塚福音キリスト教会でコンサートをさせていただいた際、被災地、宮城県女川町の婦人たちが作っている、

大変ステキなクリスマス・カードをいただきました。平塚福音キリスト教会では、女川町復興支援のために、カード

の注文を受け付けています。以下が、カタログ、資料ですので、ご希望の方は、是非、篠原さん宛てにお申込みくだ

さい。 

 

◎クリスマスカード・カタログ 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/88436545/2014%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83

%9E%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%AD%E3%82%B0.JPG 

 

◎クリスマスカード注文表 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/88436545/2014%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83

%9E%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E6%B3%A8%E6%96%87%E6%9B%B8.xls

x 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

寒くなってまいりました。 

お体くれぐれも大切になさってください。 

主の溢れる恵みが皆さまと共にありますように！ 

 

 
Atsuko Kudo 
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