東日本大震災復興支援 ひとりの小さな手プロジェクト通信 NO.1

◇今後の予定
○８／２７(土)

のげやまフェスティバル 16:30～
会場で被災地支援を呼びかける活動を予定

○９／１６(金)

ガレージセール
収益金の一部を被災地への支援に

２０１１．７．２０．

○１１／１１(金) シンガーソングライター きたがわてつさんチャリティーコンサート
19:00～
○１１／１２(土) ゴスペル チャリティーコンサート
ゲスト サニーサイドゴスペルクラブ 横浜
野毛山幼稚園ゴスペルサークル ハレルヤ
14:00～
☆皆さん、ご予定の上、参加・ご協力をお願いいたします。
仙台からは通信を送っていただき、
「今、被災地ではどのような状況か、何が必要か」の情報をいただい
ています。
またお声をかけますので、よろしくお願いいたします。
福島県南相馬市に鹿島栄光教会という教会があります。その教会の牧師 佐々木 茂先生は、金児理事長
と神学校が同期であり、奈良園長の先輩にもあたります。
個人的献金を送りましたところ、とても喜ばれて佐々木茂先生から、こんなお葉書をいただきました…
なぜ 今 そこに居るの？
ここが好きだから 「愛しい」という言葉が とても好きだから
今 なぜ そこに居るの？
ここが好きだから 「ともだち」という言葉が 大好きだから
いろいろな友だちが 祈ってくれているから
今 ここに居るのが嬉しいのです
これは、佐々木先生が作られた詩だそうです。とても心が温かくなったので皆さんにご紹介したいと
思いました。南相馬は原発の問題もあり、大変な状況ですが、全国の友だちが祈って
いてくれるので、そこを離れず、これからも神さまの御用にあたっていかれるそうです。
離れていても、友だちです。
見えない離れた友だちのことを覚えてりましょう。

(奈良)

「ひとりの小さな手」の活動でも現在支援している２箇所のほか、少しでも鹿島栄光教会の力にもなりた
いと思っています。
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例年より早く梅雨が明け、夏本番の暑い暑い日々が続いていますが、暑さ対策を考えなが
ら過ごしつつ、
「いつもの夏とはどこか違う夏」を皆さまも感じていらっしゃるのではないで
しょうか。
３月１１日の東日本大震災から４か月が経ちました。まだ寒さの残っていた時季から春を
経て夏へ…季節は移り、被災地の状況もそれぞれの場所で変化してきているようですが、報
道によって見えること、見えないこと、いずれにしても被災された方々が安心して生活がで
きるようになるまでの道のりは、まだまだ遠いと思われます。
大震災によって、私たちの価値観にも大きな変化がもたらされました。今まで何気なく過
ごしていた日々、これから先も変わらず続くと信じて疑わなかった日常生活が、実は、はか
なく危ういものであり、だからこそ当たり前のことが尊いのだという現実のできごとを目の
当たりにし、本当に大切なものは何であるのか、自分にとって価値あることは何であるの
か･･･私たちの生き方そのものが問われている気がします。
大震災の後１０日ほど経った頃、被災地の被害のあまりの大きさに呆然とし、何かしたい、
私たちにできることは何なのかと考えながらも動くことができずにいたところへ、コカリナ
奏者の黒坂黒太郎さんから、被災地に応援のメッセージを送りませんか､というお声掛けを頂
きました。コカリナの演奏と子どもたちの笑顔を被災地に届ける…そのメッセージ作成を通
して、私たち自身が「私たちにも何かできる、できることをやっていこう」という元気を与
えられました。
ひとりの力は小さいけれども、みんなの心を合わせ、私たちにできることをしていきたい
と願い、被災地への支援活動を続けています。今後も、被災された方々の健康と被災地の 1
日も早い復興を祈るとともに、野毛山キリストの教会と野毛山幼稚園につながる皆さんと一
(根岸)
緒に、長期的な支援を実行していきたいと思っています。

♪ ひとりの小さな手 ♪
ひとりの小さな手 何もできないけど
それでもみんなの手と手をあわせれば 何かできる何かできる
ひとりの小さな目 何も見えないけど
それでもみんなのひとみで見つめれば 何か見える何か見える
ひとりの小さな声 何も言えないけど
それでもみんなの声が集まれば 何か言える何か言える
ひとりで歩く道 遠くてつらいけど
それでもみんなのあしぶみひびかせば 楽しくなる楽しくなる
ひとりの人間は とても弱いけど
それでもみんなが集まれば強くなれる強くなれる

◇コカリナ応援メッセージ
３/２２～ コカリナサークル ひだまり

◇支援物資の発送
コカリナ OG サークル たまゆら のメンバーに連絡、準備

３／２９

録音・録画
「エール」
「上を向いて歩こう」
「ひとりの小さな手」
「Over the Rainbow」
「いつくしみ深い」
「Moon River」
「雨にうたえば」 子どもたちのメッセージ
４／１１ You Tube にアップ
４／１２ 黒坂さんが石巻に DVD を届けてくださる。
皆さんもぜひ、You Tube で KOKARINA とローマ字で入れて見てください。

◇中西俊博さん チャリティーコンサート (ヴァイオリン 中西俊博 ピアノ 伊賀拓郎)
４／９(土) 昼の部 １４：００～
夜の部 １７：００～
チケット代
昼 180,000 円
夜 301,000 円
義援金 昼 68,394 円

○コカリナ奏者の黒坂さんを通して コカリナプロジェクト
５／２7(金) 段ボール２箱 子ども用夏服＆下着を石巻へ発送
（5/15～5/24 教会学校・幼稚園のご家庭より献品受付）
○野毛山幼稚園卒園生保護者(元ランチ調理員)からの紹介で仙台の被災地支援グループへ
5/29～ 教会学校アンデレクラス・聖書に親しむ会 献品受付
7/6～ 幼稚園のご家庭より献品受付
５／２７(金) 段ボール３箱 発送
タオル、下着、T シャツ他

夜 39,888 円

◆チケット代、義援金、及び、ＣＤ売り上げの一部 合計 594,182 円はキリスト教保育連盟を通じて、被災
された子どもたちに送られました。

◇黒坂黒太郎さん(コカリナ)＆矢口周美さん(うた・オートハープ) チャリティーコンサート
出演 野毛山幼稚園コカリナサークル ひだまり コカリナ OG サークル たまゆら
７／３(日)
１４：００～

義援金 30,000 円

５／３１(火) 段ボール２箱 発送
タオル、ラグ、下着、洗剤、化粧品 レトルト食品、お茶、お菓子
６／８（水） 段ボール２箱 発送
タオル、ラグ、ベビーふとん
化粧品、石けん、シャンプーなど衛生用品
コップ
６／１０(金) 段ボール１箱 シーツ ふとんカバー

◆経費を除くチケット代、義援金、及びケーキバザーの売上金 130,000 円は、石巻と女川支援プロジェク
トに送られました。

「復活の笛コカリナ」とうたで
つむぐコンサートの様子

６／１２(日) 段ボール１箱＆段ボール１包み
枕カバー、シーツ、ふとんカバー、バスタオル、雑巾 はぶらし、ブラシ、くし、石けん
化粧品、髪止め、シュシュ＆髪止めゴム(手作り) 傘 12 本、折りたたみ傘 5 本
６／２１(火) 段ボール３箱 発送
洗剤、石けん、シャンプー、リンスなど衛生用品 はぶらし、ブラシ、ひげそり、髪止め
タオル、枕カバー、ふとんカバー 食料品、台所用品など生活用品、電気ポット２つ
折りたたみ傘、レインコート、レイングッズ 男女下着、子ども服、子ども下着
６／２７(月) 義援金 20,000 円
６／２９(水) 段ボール 1 箱 発送
石けん、マスクなど衛生用品 シーツ、枕カバー、折りたたみ傘
コップなど生活用品、炊飯器２台、食料品 女性用下着＆パジャマ、
子ども服、クレヨンなど

一人ひとりの支援の心を紡ぎたい つむぐコンサート

７／５(火)

段ボール１箱発送
男性用革靴、くつ下、 コットンなど衛生用品
食品保存容器など生活用品、缶詰、乾物、レトルト食品、お菓子など食料品

７／７(木)

段ボール２箱 発送
洗濯洗剤、はぶらし、マスクなど衛生用品
タオル、シーツ、マット、ボディタオル、化粧品、 食器、台所家庭用品、食料品
子ども靴、子ども用品、折りたたみ傘

4 月以前の義援金は、神奈川県私立幼稚園連合会を通して被災した子どもたちに送られました。
７／11(月)
７／19(火)

段ボール１箱 発送
ベビーふとん 女性用下着、男性くつ下、 クッキーなど食料品
段ボール 3 箱 発送
台所用品などの生活用品 食器 衛生用品 食料品

