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世界各地の救世軍

東日本大震災被災地継続支援
ソ

ー

ソ

ＳＡＷＳＯプログラム・ディレクター 那倉基夫

ています。多くの地元のボランティアが参加して、子
どもたちに温かく接してくださること、行政、企業、
農家もイベント開催などによく協力してくださってい
ることなど、地元コミュニティの一員として大事にさ
れ、温かい目で身守られています。これらは、子ども
たちの将来の夢へとつながる、と感謝しています。

2016 年 4 月より、米国救世軍ワールド・サービス・オ
フィス（ＳＡＷＳＯ）の協力と支援を受けて、東日本各地 （写真上 JICA の研修を受け入れて開催した国際交流の集い）
めぐみ
で、復興・生活再建のための支援を続けてきました。 ■被災地の女性たちを勇気づける「恵プロジェクト」
「絆フレンズ」（宮城県女川町）との協力支援です。米
地元の NPO 団体などと協力して 2020 年 3 月までおこ
国出身の宣教師夫妻と協力して、2016 年以来 4 年間、
なってきた支援活動のうちの 2 例をご紹介いたします。
被災地の女性たちを勇気づけ、経済的・社会的な自立
■知的障がい児を地域のみんなで支え育てる
か な み
もり
を支援するプロジェクトとして継続してきました。
「NPO 法人 奏海の杜 」( 宮城県登米市 ) との協力のき
各地から寄贈していただく中古の和装着物を材料と
っかけは、町役場や町民からの聞き取りの中で、被害
して、すてきなアクセサリーをデザイン・製作し、女
を受けた人々の中で、知的障がい児が支援を最も必要
川町への観光客、またインターネットで日本国内、海
としている、という声からでした。その後 4 年間、場
外各地の方々に買っていただいています。女川町の地
所や人材の確保、財政努力など数々の課題を克服しつ
元コミュニティの人々にもとても愛されており、参加
つ、知的障がい児への良いお世話や指導が進み、障が
者が努力を重ね、地元、国内外の多くの方々の支援を
い児本人も毎日を楽しく、生きがいをもって過ごすよ
得て、その活動は発展しています。
うになっています。子どもたちの家族からも感謝され

1

2

3

4

■ナイジェリア 紛争の影響下にある人々への食糧支援
…写真 1
■バハマ 大型ハリケーンの被災者を支援する 16 歳の青年
…写真 2
■カナダ 雪解け水と豪雨による洪水の被災地支援（汚泥処理） …写真 3
■韓国 新型コロナウイルス感染拡大予防のために、ジョンソン＆ジョン
ソン社の支援による衛生用品を配布
…写真 4

ジャイカ

救世軍サポート会ご案内

2016 年に発足した救世軍サポート会。2018 年 4 月～ 2019 年 3 月
の 1 年間には、1,550,200 円（会費及び献金）のご協力をいただきました。
心より感謝申し上げます。サポート会の窓口を通して、緊急災害や社会
鍋のため等、指定献金も託してくださり、感謝申し上げます。
事務諸経費を除いた 1,495,736 円を救世軍の運営資金とさせていただ
き、指定献金は、それぞれの部門に繰り入れさせていただきました。
引き続き、サポート会員となってくださる方を募集しております。よ
ろしくお願いいたします。
年会費 個人会員 一口 3,000 円 団体・法人会員 一口 10,000 円
☆入会方法等詳しくは、救世軍ホームページをご覧ください。

（次ページの振替用紙もご利用いただけます）

☆お問い合わせ：救世軍本営「救世軍サポート会事務局」まで

2019 年度 海外支援のための献金報告
一円献金

1 , 0 0 7 , 5 1 4円

2019 年 10 月、女性部の呼びかけによって集められ
た一円献金は、フィジーにある「ファミリー ケア セ
ンター」に身を寄せる女性と子どもたちの必要を満た
ささ
すために献げられました。一円献金は、支援先のこと
を思いつつ、一年かけて、小銭等を集める運動です。
2020 年の支援先は、カンボジア。首都プノンペン
の最も貧しい地域で、女性と子どもたちを支援するた
女性の働きの新ロゴマーク
めにおこなっている給食活動に用いられます。
（2020年2月、
全世界に公表された）
また、地震と津波被害に遭ったインドネシアを支援す
るため、2019 年 5 月に各地で開催された女性の集まりにおいて、インドネシ
アにある救世軍の社会福祉施設の作品などの販売を中心にミニバザーがおこな
われ、売上 181,617 円をインドネシアに送金しました。

克己週間募金

2019 年 12 月 8 日（ 日 ）、
SAWSO 資金による「杉
並小隊・総合センター別
館」が竣工しました。

1 3 , 9 8 3 , 1 7 4円

2019 年春におこなわれた克己週間募金にご協力いただき、ありがとうござい
ました。心からの感謝とともに、結果をご報告申し上げます。
これらは国際本部に送金され、
←マラウイの子どもたち
↓マラウイ・ムチンジでの
経済的に困難な国での働きに用い
反児童人身取引支援の様子
られます。また一部は、日本から
を紹介する動画 URL
の直接支援として、2018 年に地
震と津波で大きな被害の出たイン
ドネシアでの救世軍の働きと、ア
フリカのマラウイ共和国でおこな
われている反児童人身取引の活動
のために送金されました。

救世軍は
世界 131 の
国と地域で
活動しています
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小隊（教会にあたる）・社会福祉施設・病院・その他施設

新会館建築・開設記念を迎えた
小隊（教会にあたる）・施設

※●は、社会福祉法人 救世軍社会事業団の施設

北海道連隊（地区）

札幌市北区北 22 条西 5 丁目 1‐5 ℡ 011-788-5352
遠軽小隊 0158-42-3409
札幌小隊 011-788-5352
釧路分隊 0155-23-4877
函館小隊 011-788-5352
帯広小隊 0155 23 4877
本部

■佐野小隊 1919（大正 8）年 6 月 15 日 の開設日から
100 年を記念し、記念集会をおこないました …写真 1
■高知小隊 開設 100 年と新会館 30 周年を記念して、
集会をおこないました
…写真 2
■士官学校新校舎本館及び寮棟 12 月10 日（火）新し
い場所において落成しました
…写真 3
■仙台小隊シャロームチャペル 12 月14 日（土）落成
しました。
…写真 4

関東東北連隊（地区）

1

本部 高崎市寄合町 5 ℡ 0283-21-5939
仙台小隊 022-273-2368
桐生小隊 0277-45-3117
若松小隊 0283-21-5939
前橋小隊 027-231-9533
新潟小隊 025-229-2003
高崎小隊 027-323-1337
浪江小隊 0283-21-5939
佐野小隊 0283 21 5939
（震災被害のため現在休止中）
熊谷小隊 048 522 2477
長野分隊 0283-21-5939

東京東海道連隊（地区）

2

西日本連隊（地区）

3
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●自省館（救護施設）
男子社会奉仕センター

全国から、406 句寄せられました。三浦喜代子氏（日本
クリスチャンペンクラブ代表）による厳正なる選考の結果、
下記の方々の句が入賞いたしました。
と

外つ国の 兄弟姉妹も 社会鍋
〔特別賞〕
抱っこ紐の イクメンパパも 社会鍋
老婦人 畳んで入れる 社会鍋
〔ほのぼの賞〕

コスプレの 子ら囲みたる 社会鍋
教科書の 話にしたい 社会鍋
ぼくだって するよと孫も 社会鍋

〔社会福祉部長賞〕

社会鍋
数百食
昔あり
慈善鍋

帽子の下の やさしき目
作るカレーの 社会鍋
今も銀座の 社会鍋
今はネットで 受け付ける

静岡県・中津川勝雄
静岡県・高田三江子

千葉県・ひかるちゃん
愛知県・フーマー
愛媛県・砂山恵子
千葉県・高橋和子
埼玉県・渡邊紀夫

東京都・佐藤たけし

東京都清瀬市 042-493-5374
東京都杉並区 03-5860-2992

救世軍バザー場
東京都杉並区 03-5860-2992
オープン 毎週土曜日 9 ～13 時半
中野富士見町（東京メトロ丸ノ内線）より徒歩10分
江東出張所
東京都墨田区 03-6261-5704
オープン 毎週土曜日 10 ～ 15 時
錦糸町（東京メトロ半蔵門線 /JR）より徒歩10分
〇両施設共寄贈品受付、お問い合わせは 03-5860-2992 まで

東京都・那倉基夫
東京都・かぐや姫

本部 大阪市北区天神橋 3‐6‐20 ℡ 06-6351-0084
京都小隊 075-343-3726
呉小隊
0823-25-4794
天満小隊 06 6358 6679
高松小隊 087-851-0752
泉尾小隊 06-6551-9187
高知小隊 088-822-0365
西成小隊 06-6661-3590
八幡小隊 093-652-1584
神戸小隊 078-341-4594
福岡小隊 092-531-7418
岡山小隊 086-227-9029
鶴橋分隊 、塚本分隊、
福山小隊 084 926 3151
丹後分隊 、大牟田分隊
広島小隊 082-262-3776
大津分隊

アルコール依存症者支援施設

第3回救世軍社会鍋俳句コンテスト

〔優秀賞〕

本部 東京都墨田区太平 4‐11‐3 ℡ 03-6261-5701
上野小隊 03-3873-5386
03-6256-8191
杉並小隊
大森小隊 03-6272-9771
03-5860-2994
月島小隊
川口小隊 048-267-9799
西新井小隊 03-3889-3894
神田小隊 03-3263-0848
045-714-6060
横浜小隊
京橋小隊 03 3551 0337
横須賀分隊 045-714-6060
清瀬小隊 042 491 7600
054-365-8270
静清小隊
江東小隊 03-6261-5702
053-452-6717
浜松小隊
渋谷小隊 03-6261-2447
名古屋小隊 052-935-7875

第 3 回社会鍋俳句コンテストの授賞式が、2019
年 6 月 16 日（日）の救
と
世軍創立 154 周年記念コンサートの席上執りおこなわれました。コン
ぷ り
サートには、台湾の埔里小隊（教会にあたる）から、子どもたちが参加し、
合唱やブラスバンドの演奏を披露しました。埔里小隊は、1999 年の台
湾の大地震後に救世軍が救援に入ったことがきっかけで誕生しました。
その救援活動には、日本の救世軍の医療支援チームも参加しました。

2 0 1 9年感謝祭募金結果

1 4 ,3 2 6 ,0 4 2円

2019年 9月 15 ～ 30日におこなわれた感謝祭の募金活動にご協力
いただきありがとうございました。日本国内の救世軍の活動を支
える尊いご支援を心から感謝いたします。

救世軍士官学校

〒166-0012 東京都杉並区和田1‐40‐17
℡ 03-6256-8262
救世軍士官（伝道者）を養成する学校です。

（全寮制・2 年間）

山室軍平記念救世軍資料館

〒166-0012 東京都杉並区和田2‐21‐39 ℡ 03-6256-8194
日本における救世軍の資料や、山室軍平に関する文書、資料を所
蔵。祝祭日を除く毎土曜に開館（10 時 ～ 16 時）しています。

（ただし、指定参観希望日があれば、週日も受け付けいたします）

●児童養護施設・機恵子寮 東京都
●児童養護施設・世光寮
東京都
●児童養護施設・希望館
大阪府
●児童養護施設・愛光園
広島県

（併設：児童家庭支援センター「明日葉」
）

●児童養護施設・豊浜学寮

広島県

●婦人保護施設・婦人寮
●婦人保護施設・新生寮
●札幌市しせいかん保育園
●桑園保育所
北海道札幌市
●菊水上町保育園 北海道札幌市
●佐野保育園
栃木県佐野市

011-204-9560
011-221-6630
011-821-2879
0283-22-4081

●呉保育所

0823-21-4711

（併設：学童保育「佐野こどもクラブ」
）

広島県呉市

男子宿泊施設・新光館

東京都

救世軍ブース記念病院

〒 166-0012 東京都杉並区和田 1‐40‐5 ℡ 03-3381-7236（代）
https://boothhp.salvationarmy.or.jp
〈診療科目〉内科、消化器内科（内視鏡）、循環器内科、神経内科、
精神科、整形外科、皮膚科、リハビリテーション科、ホスピス外来、
漢方内科、各種健康診断、199 床（療養 （財）日本医療機能評価
病棟 147 床、一般病棟 32 床、緩和ケア病棟〈ホ
スピス〉20 床）

入院随時

機構認定病院。どなたで
もご利用いただけます

●老人保健施設・ブース記念老人保健施設 グレイス
東京都杉並区 03-3380-1248

（併設：ブース記念ケアマネジメントセンター和田、ブース記念訪問介護ス
テーション ルツ・ナオミ）

●特別養護老人ホーム・恵みの家（ユニット型）
東京都杉並区 03-3381-7243

救世軍清瀬病院

〒 204-0023 東京都清瀬市竹丘 1‐17‐9 ℡ 042-491-1411（代）
http://kiyosehp.salvationarmy.or.jp

〈診療科目〉内科、循環器内科、呼吸器内科、皮膚科、リハビリテー
ション科、緩和ケア内科、142 床（療養
（財）日本医療機能評価
病棟 117 床〔うち介護保険病床 43 床〕
、緩和ケ
ア病棟〈ホスピス〉25 床）

入院随時

機構認定病院。どなたで
もご利用いただけます

（併設：院内保育所「救世軍きよせ保育園」
）

●特別養護老人ホーム・恵泉ホーム
東京都清瀬市 042-493-5161
●ケアハウス いずみ（恵泉ホーム併設）
042-496-7575

（併設：ホームヘルパーステーション いずみ）

※現在新型コロナウイルス感染拡大防止のため、最新情報に
つきましては、救世軍本営公式ホームページ及び各施設の公
式ホームぺージをご確認くださいますようお願いいたします。

救世軍年次報告2019－2020

発行 救世軍本営 代表者 ケネス・メイナー
〒101－ 0051
東京都千代田区神田神保町2－17
℡ 03－3237－0881 Fax 03－3237－3588
ホームページ https://www.salvationarmy.or.jp

(2019年標語)

救世軍の
ミッションステートメント

万国的ムーブメントである救世軍は、
公同のキリスト教会における
福音主義を代表する一派である。
そのメッセージは、
聖書の基盤に立ち、
その働き（ミニストリー）は、
神の愛に動機づけられ、
その使命は、
イエス・キリストの
福音を宣べ伝え、
主イエス・キリストのみ名において、
分けへだてなく
すべての人々のニーズに
こた
応えることである。

国々に主の栄光を語り伝えよ
み わざ

諸国の民にその驚くべき御業を。
旧約聖書 歴代誌上 16章24節

救世軍社会福祉事業
及び
医療事業の理念

救世軍社会福祉事業
及び医療事業は、
キリスト教の精神と、
救世軍の主義に従い、
すべての人の
全人的存在の価値を尊び、
キリストが一人ひとりを
愛されたことを模範とし、
キリストに仕えるように、
個人個人に仕えることを
その事業の基盤とする。

＠SArmyJP

救世軍
SArmy_JP The Salvation
Army

2019 年 6 月 6 日（木）、山陽放送学術文化財団主催による連続シンポジ
ウム「慈愛と福祉の先駆者たち」の第 5 回「社会鍋と救済事業 地の
塩となった社会事業家 山室軍平」が、山陽新聞社「さん太ホール」で
写真・
（公財）山陽放送学術文化財団提供
開催されました。

2019 年 6 月 12 日（水）、13 日（木）、児童安全保護指針導入研修が開催
されました。講師に万国児童安全保護ディレクター補佐（万国本営〔救世
軍国際本部〕
）のメリッサ・グッドマン氏を迎えました。
（写真・会場 山崎
サ ン シ テ ィ ー
製パン企業年金基金会館 SUNCITY）児童安全保護指針は、全世界の救世軍
じゅん し ゅ
において青少年や成年弱者に関わる人々が学び、遵守することが求めら
れています。日本の救世軍も完全実施に向けて各地で研修をおこなって
います。（新型コロナウイルス感染症の影響で、完全実施予定が遅れています）

