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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応
こ た

えることである。

救世軍ミッションステートメント
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救世軍司令官　スティーブン・モーリス
軍国女性部会長　ウェンディ・モーリス

ごあいさつ

救世軍の始まり

　19 世紀後半のイギリスでは産業革命により社会生活が
激変し、都市のスラムにおける貧困問題が認識されまし
た。プロテスタントのメソジスト派の牧師であったウイリ
アム・ブースは妻カサリンと共にロンドン東部のスラムに
入り、1865 年に「東ロンドン伝道会」を設立し、1870 年に
は「キリスト教伝道会」と改称。福音宣教に力を注ぐととも
に、貧困問題への取り組みを始め、1878 年に「キリスト教
伝道会」を「救世軍」に改称して働きを海外に広げました。
1890 年には、ブースはジャーナリストの W.T. ステッドの
協力を得て『最暗黒の英国とその出路』を出版し、貧困問題
を多角的に解決するための大規模な社会改良事業を提案して、
救世軍の社会福祉事業と医療事業が本格的にスタートしまし
た。救世軍は今年、創立 156 周年を迎えます。

日本の救世軍

　救世軍士官（伝道者）の一団が 1895（明治 28）年に横浜港に上陸
して活動を開始しました。最初の日本人士官となった山室軍平は後
にベストセラーとなった伝道書『平民の福音』を著し、平易な言葉
で福音を伝えました。免囚（刑務所出所者）保護、廃娼運動、結核療
養所、労働寄宿舎、児童虐待防止運動など、日本社会事業史におい
て先駆的な取り組みを進めてきました。明治・大正・昭和初期は旧
民法のもと財団法人在日本救世軍財団として活動し、戦後は宗教法
人救世軍として伝道と医療を、社会福祉法人救世軍社会事業団とし
て福祉の事業を進めています。

　この年次報告を手にされたみなさまにご挨拶申し上げます。日頃よりわたく
しどもの活動にご支援とご協力を頂いていることを心より感謝申し上げます。

　救世軍（The Salvation Army）は世界 132 の国と地域で伝道・医療・福祉・教
育・地域開発・人身取引被害者支援・災害被災地支援を進めている国際的なキ
リスト教団体です。また、1947 年以来、国連経済社会理事会（ECOSOC）で特別
協議資格をもつ国連 NGO でもあります。

　新型コロナウイルス感染症（Covid-19）の世界的流行により 370 万人以上の
方々が亡くなられました（2021 年 6 月 7 日現在）。お悔やみを申し上げるとともに、
ご家族を亡くされた方々の上に心から神の慰めをお祈りいたします。

　Covid-19 によって社会経済活動が大きく停滞し、数十億の人々の生活にマイナスの影響が出る中、救
世軍では利用者と職員の感染予防対策を取りながら医療・福祉・教育の事業を継続するとともに、困窮
者への食糧支援、生産者への購入支援、ワクチン接種の機会支援など、各国でさまざまな取り組みを行
ってまいりました。また、伝道の事業では、人が集まる形態の集会から Zoom や YouTube や Microsoft 
Teams を活用したオンラインの集会へと移行することにより、感染機会の抑止に努め
ながら福音宣教を進めてまいりました。

　残念なことにウイルス変異株の流行地域の拡大のため、終息の見通しはまだつきませ
んが、救世軍では「分けへだてなくすべての人々のニーズに応

こた

える」というミッション
ステートメントに基づいて、コロナ禍にあっても事業を停滞させることなく継
続するとともに、さらに多くのニーズをとらえながら人々への奉仕の働きを広
げていきたいと願っております。

　みなさまのお祈り、ご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。
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伝 道

すべての人の心の居場所。それが救世軍の小隊（教
会）です。毎週日曜日に集まり、賛美歌を歌い、心
を合わせて祈り、人生の経験を分かち合い、聖書か
ら励ましのメッセージを聞く礼拝（聖別会）のときを
もちます。

小隊はまた、地域の方々への奉仕活動の拠点でもあ
ります。このコロナ禍にあっては子ども食堂や生産
者への購入支援（生産者から購入した農産物を廉価
で販売する等）、消毒液やマスクの配布など、さま
ざまな活動が小隊の建物を使って行われています。

コロナ禍にあっては、人が集まることが感染機会と
なってしまうことから、救世軍では通常の集会を縮
小したり休止したりし、代わりにインターネットを
使ったメッセージや音楽の配信を積極的に進めてい
ます。ぜひ、Facebook や YouTube をご覧くださり
チャンネル登録をよろしくお願いいたします。

●仙台小隊（宮城県）

New Hope 麻布

小隊の建物は 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災で
大きなダメージを受けながらも、地震の直後から始
まった災害支援活動のベースとして使い続けられま
した。そこを拠点に石巻、女川、南三陸、気仙沼、
陸前高田へと支援が行われましたが、ついに 2018
年、強風で小隊の屋根が飛び、改築をすることにな
りました。2019 年 12 月、地域の方々の心の居場所
となれるよう開放感のある新しい建物に生まれ変わ
り、人々の安心と安全への願いを込めて「シャロー
ムチャペル」と名づけられました。シャロームとは
聖書の原語であるヘブライ語で「満ち溢れる平安」
という意味です。

このコロナ禍にあって救世軍では新時代のミニストリーをスタート
しました。それが、2020 年 12 月に東京・麻布十番にオープンした
New Hope 麻布です。そこでは、祈りとともに創造的なアートを使っ
た伝道を進めています。ペイントナイト、キッズ工作や、英語クラス、
日本語クラスを通して福音を分かち合い、地域の方々の心の居場所を
つくりたいと願っています。

2020 年 10 月 17 日（土）、新会館を献堂しました。敷
地には、1918 年～ 1957 年、希望館（児童養護施設、
現在は他へ移転）が同地にあったことの記念碑も設
置されました。

●泉尾小隊（大阪府）

2020 年 10 月 16 日（金）、耐震補強改修工事が完了
し、完成感謝礼拝が行われました。

どちらも新型コロナウイルス感染症の影響下の計画
でしたが、安全に工事が行われ、落成したことを感
謝いたします。キリストを伝え、地域に奉仕する拠
点として用いられることを願っています。

●京橋小隊（東京都）

レボリューション・ジャパン
青年クリスチャンを対象とした新しい弟子訓練プログラムが 2021 年
6 月より始まり、参加者を募集しています。神と隣人とを愛し仕える
ため、祈り、聖書の学びをし、地域での奉仕と伝道を通して訓練をし
ます。福山小隊（広島県）を会場に 8 カ月間の共同生活でおこなわれ
ます。

◆救世軍公式 SNS
YouTube	 :	 救世軍 The	Salvation	Army
YouTube	 :	 救世軍青少年部チャンネル
Facebook	:	 @SArmy_JP
Instagram	:	 @SArmy_JP
Twitter	 :	 @SArmy_JP
Pinterest	 :	 @sarmyjp

江東小隊（東京都）では 2020 年 3 月の緊急事態宣言下で「緊急子ども給食」
を行いました。その後も継続して、「子ども食堂　マナ」を毎月一度行ってい
ます。近隣の飲食店の協力を得、提供していただいた弁当や、フードバンクに
寄せられる菓子、レトルト食品などをお渡ししています。

日本CGNTVと共同制作の子ども番組『し
もべあの大冒険』。青少年部 YouTube で
毎週日曜日午前10時 30分に配信。

泉尾小隊

福山小隊

京橋小隊
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医 療

1912（明治 45）年に東京市下谷区仲御徒町に「救世
軍病院」を開設し、困窮者への医療を提供しました。
訪問診療を行う中で当時「死に至る病」として恐れ
られた結核に苦しむ人々が多くいることを認識し、
1916（ 大 正 5） 年、 和 田 堀 村（ 現・ 杉 並 区 和 田 ） に
日本初の一般市民を対象とした結核サナトリウム
の「救世軍杉並療養所」（50 床）を開設しました。
1934（昭和 9）年、日本初の外気舎・コロニー舎を
つくり、外気療法・作業療法など結核医療に新機軸

結核サナトリウム「救世軍杉並療養所」に入りき
れない結核患者をケアする場所として、1939（昭
和 14）年に清瀬村（現・清瀬市）に「救世軍清瀬療養
園」として開設しました。戦後、結核患者の減少に
伴い、高齢者病棟、一般病棟へと転換し、1989（平

救世軍ブース記念病院（1916 年開設） 救世軍清瀬病院（1939 年開設）
https://boothhp.salvationarmy.or.jp/
〒 166-0012 東京都杉並区和田 1-40-5
電話 03-3381-7236 FAX 03-5385-0734

http://kiyosehp.salvationarmy.or.jp
〒 204-0023 東京都清瀬市竹丘 1-17-9
電話 042-491-1411 FAX 042-491-3900

を生み出し、病床数 260 床に拡充しました。1968
（昭和 43）年、救世軍の創立者ウイリアム・ブース
を記念して「救世軍ブース記念病院」と改名し、医
療ニーズの変化に合わせて一般病院へ転換しました。
1988（昭和 63）年に結核病棟を廃止し、以降は介護
力強化病棟（ケア病棟）への転換を進め、2001（平成
13）年に病院全面新築工事を実施し、現在は、療養
病棟 147 床、地域包括ケア病棟 32 床、緩和ケア病
棟 20 床、全 199 床の病院として運営しています。

成元）年に日本で 3 番目のホスピス病棟を開設しま
した。現在はホスピス・緩和ケア病棟 25 床、療養
病棟 117 床（医療療養型 74 床、介護療養型 43 床）、全
142 床の病院として運営しています。2016（平成
28）年に療養病棟の新病棟が完成しました。

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

各部サービス
通所リハビリテーション、介護予防通所
リハビリテーション、医療福祉相談、健
康管理講座、栄養相談、患者相談窓口、
チャプレン相談窓口

近隣施設
●特別養護老人ホーム　恵泉ホーム
●ケアハウス いずみ（恵泉ホーム併設）  
（併設：ホームヘルパーステーション いずみ）

◆コロナ禍にあって救世軍の病院では「新型コ
ロナウイルス感染症 （COVID-19）対応マニュア
ル」を策定して、利用者と職員の感染防止策の
徹底をはかりながら医療を継続しています。

診療科目
内科、消化器内科（内視鏡）、循環器内科、
精神科、神経内科、整形外科、皮膚科、
リハビリテーション科、眼科、漢方内科、
緩和ケア科（ホスピス外来）

各部サービス
医療福祉相談、健康管理講座、栄養相談、
患者相談窓口、チャプレン相談窓口

近隣施設
●ブース記念老人保健施設 グレイス
（入所・通所リハビリテーション）
（併設：ケアマネジメントセンター和田、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（ユニットケア型）

間隔を保ってのリハビリ実施 毎朝の礼拝のライブ中継（ブース記念病院）

入院随時

※●は、社会福祉法人 救世軍社会事業団の施設です

私たちの病院は、キリストの愛の精神を模範とし、病む者と家族の痛みを共有し、これを癒し、祈りのここ
ろをもってこれを支えることを使命とします。

全人的（身体的・精神的・社会的・霊的）に医療・介護をおこない、社会に奉仕する病院として活動しています。
地域に根ざした医療機関として、皆様が心身ともに穏やかに過ごせるお手伝いをいたします。

清瀬病院

ブース記念病院

入院随時

両病院とも、（財）日本医療機能評価機構認定病院です。どなたでもご利用いただけます
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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。

9

福 祉

コロナ禍にあって
救世軍ではこのコロナ禍にあって、利用者と職員の感染防止の措置を
取りながらサービスの提供を継続してきました。特に児童や高齢者の
ケアの担当者で通勤に公共交通機関を利用しなければならない職員に
ついては、施設の近隣にアパートを確保して宿泊してもらうことで、
交通機関の利用回数を抑えながら業務を行うことができました。コロ
ナ禍の終息の見通しは立っていませんが、今後も引き続き感染防止の
措置を徹底して、利用者と職員の安心安全を確保してまいります。

グループホームの拡充
国際連合は児童養護については可能な限り施設でのケアから里親によ
るケアに移行するよう各国政府に勧告しています。日本では里親制度
の広がりが十分ではないことから、施設でのケアがまだ求められてい
る段階です。救世軍では児童養護施設の近隣にグループホームを設置
することにより、少人数での家庭的なケアを提供するように努めてい
ます。将来的にはさらにグループホームの数を充実させていきたいと
願っています。

iPad を介しての面会
救世軍の高齢者介護施設では、コロナ禍の一番厳しい時期にあっては、
入所者の生命を守るために、外部からの来訪者やご家族の面談を制限
しなければなりませんでした。コロナ禍の状況が緩解してきた段階で
は、入所者とご家族のガラス越しの面会を始めましたが、残念ながら
声がよく聞こえませんでした。そこで、iPad を介して音声のやりと
りをすることで、ガラス越しでも明瞭に会話することができるように
なりました。コロナ禍が一日も早く終息し、ご家族と入所者が自由な
やり取りができる日が来ることを切実に願います。

人身取引被害者対策
「現代の奴隷制」と言われる国際間の人身取引が今大きな問題となっ
ています。救世軍では各国に人身取引被害者対策の担当者を置いて、
この問題に関するアドボカシー（注意喚起者）としての活動を推進し
ようとしています。日本でもこのたび救世軍本営内に「人身取引対策
室」が設置され、SNS を通じた広報活動に着手しました。また、
人身取引の被害者になる可能性のある人を一時的に保護するプログ
ラムを新たに始めようとしています。

※写真は児童養護施設のリビングルームです。

社会福祉施設
※●は、社会福祉法人 救世軍社会事業団の施設

●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 011-204-9560
●桑園保育所　　　北海道札幌市　　011-221-6630
●菊水上町保育園　北海道札幌市　　011-821-2879
●佐野保育園　　　栃木県佐野市　　0283-22-4081　
　（併設：学童保育「佐野こどもクラブ」）

●呉保育所　　　　広島県呉市　　　0823-21-4711

男子宿泊施設・新光館　　東京都

アルコール依存症者支援施設
●自省館（救護施設）　　  東京都清瀬市  042-493-5374
男子社会奉仕センター　　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
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組 織

北海道連隊（地区）
本部　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

関東東北連隊（地区）
本部　高崎市寄合町 5 番 1 号　℡ 0283-21-5939
桐生小隊 0277-45-3117 仙台小隊 022-273-2368
前橋小隊 027-231-9533 若松小隊 0283-21-5939
高崎小隊 027-323-1337 新潟小隊 025-229-2003
佐野小隊 0283-21-5939 浪江小隊 0283-21-5939
熊谷小隊 048-522-2477  （震災被害のため現在休止中）

長野分隊 0283-21-5939

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

西日本連隊（地区）
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

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。2019 年 4
月～ 2020 年 3 月の 1 年間に、6,480,818 円のご協力
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。
　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
〇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。https://www.salvationarmy.or.jp/donation
〇お問い合わせ：救世軍本営「救世軍サポート会事務局」
まで

※救世軍では世界的にジェンダーギャップの是正のため
の取り組みを進めています。会議体では会議員の構成
が可能な限り男女同数となるよう配慮しています。

国際本部

救世軍万国本営（本部、イギリス・ロンドン）

ヨーロッパ ゾーン
アフリカ ゾーン
アメリカ ゾーン
南アジア ゾーン
南太平洋及び東アジアゾーン（日本はこのゾーンに

属しています）

救世軍日本軍国
司令官 大佐 スティーブン・モーリス

国内法人組織

宗教法人救世軍
宗教法人責任役員会
代表役員 スティーブン・モーリス

社会福祉法人救世軍社会事業団
社会福祉法人理事会
社会福祉法人評議員会
理事長 ケネス・メイナー

会議体・ガバナンス
軍国運営会議
軍国財政会議
一般支出会議
社会福祉会議
財産会議
医療会議
病院経営会議
メディア・コミュニケーション会議
士官志願者会議
士官学校財政会議
教育会議
引退士官会議
士官審査会議
幹部士官会議
救世軍諮問委員会

部門・事業所

救世軍本営（法人本部）
東京都千代田区神田神保町2丁目17
℡ 03-3237-0881

司令官部
霊的生活成長部

書記長官部
法務部　ジャパン・スタッフ・バンド　ジャ
パン・スタッフ・ソングスターズ

人事・教育部
士官学校　士官志願者部

伝道事業部
青少年部　音楽部　コミュニティケア・ミニ
ストリーズ　レボリューション・ジャパン
山室軍平記念救世軍資料館　ゴスペルハウス

財務管理部
財産部　出版供給部

文書部
編集部

医療部
医療従事者交友会

社会福祉部
災害対策室

女性部
人身取引対策室

医療部
　各拠点は 6 ～ 7 ページをご参照ください

社会福祉部
　各拠点は 8 ～ 9 ページをご参照ください

※社会福祉法人救世軍社会事業団が提供してい
るサービス

救護施設、児童養護施設、特別養護老人ホーム（介
護福祉サービス）、軽費老人ホーム、婦人保護施設、
放課後児童健全育成事業、地域子育て支援拠点事業、
一時預かり事業、保育所、児童家庭支援センター、
病児保育事業、老人居宅介護等事業（訪問介護）、
老人短期入所事業（短期入所生活介護）、生計困難
者に対する無料低額老健利用事業通所リハビリテー
ション事業、（公益）居宅介護支援事業

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）
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統計で見る救世軍の働き

救世軍が活動している国と地域 132
小隊（教会）・分隊（伝道所） 14,588
福祉支援センター 74
救世軍士官（伝道者） 27,177 人
職員 107,245 人

小隊併設地域開発プログラム 7,124
バザー場 2,289
リサイクルセンター 24

街頭生活者宿泊所 3220 （44,401 人）
児童養護施設 224 （6,785 人）
高齢者ホーム 187 （10,730 人）
身体障がい者ホーム 40 （1,612 人）
視覚障がい者ホーム 3 （51 人）
更生施設 135 （1,165 人）
母子ホーム 36 （1,122 人）
家族支援センター 99 （515 人）
知的障がい者ホーム 69 （1,749 人）
その他の宿泊施設 36 （1,941 人）

依存症リハビリ施設・通所型 108  （2,981 人）
依存症リハビリ施設・居住型 235  （14,598 人）
酔客保護センター 17  （1,521 人）
その他の依存症リハビリサービス 59  （2,100 人）

災害復興支援事業 105  （81,004 人）
難民支援事業 42  （221,644 人）
難民生活支援事業 275  （188,375 人）
その他の災害被災地支援事業 56  （543,598 人）

コミュニティーセンター 556 （429,724 人）
高齢者デイケアセンター 80  （4,120 人）
ストリートチルドレンデイケアセンター  1,596       （9,050 人）
保育園 405  （37,819 人）
ユースセンター 347 （35,959 人）
その他のデイケアセンター 81 （2,677 人）

刑務所教誨訪問数 140,711 人
刑務所出所者支援数 53,774 人

留置場支援数  120,619 人
失踪人探索取扱数 3,867 人
失踪人発見数 1,484 人
自殺防止パトロール支援数  280,667 人
職業紹介取扱数  52,887 人
カウンセリング  278,280 人
困窮者支援数  12,086,370 人
災害被災者支援数  884,825 人
災害給食車両 1,861
給食センター 1,117
レストラン・カフェ 56
高齢者アパート 1,190  （5,121 人）
学生寮・勤労者寄宿舎 41  （2,449 人）
定住促進事業 9
夏期福祉キャンプ 350 （23,356 人）

総合病院 29 （2,377 人）
ホスピス（緩和ケア） 22 （696 人）
産科病院 392 （811 人）
専門クリニック 41 （10,713 人）
診療所 107 （4,841 人）
移動診療所 121
外来診療数 1,181,971 人
入院患者数 945,345 人
医師・看護師 4,710 人
その他医療従事者 1,956 人
病後療養所 8  （380 人）
HIV 教育プログラム 4,949  （308,617 人）
医療デイケア 48

幼稚園 801
小学校 1,185
中学校・高校 469
短期大学・大学 15
専門学校 64
生徒 432,410 人
教師 19,466 人
盲学校 22
養護学校 33
教師養成所 18
学習センター 12

日本の救世軍（世界の統計に含まれています）

救世軍士官（伝道者） 164 人
職員 1138 人
小隊（教会）・分隊（伝道所） 53

総合病院（ホスピス併設） 2
社会福祉施設・グループホーム 27
バザー場 2

※ 2021 年救世軍年鑑より
※数字は拠点数・事業数を示します。〇人とあるのは人数です。

また（   　）内の人数は拠点の収容最大人数あるいは参加者数です。
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みなさまの温かいご支援を感謝申し上げます
2020 年度　募金報告

新型コロナウイルス感染症の影響の中で、どの募金も戸別訪問を控え、郵送での依頼やオンラインの
活用など、これまでと異なる形となりましたが、変わらないご支援を賜り、心から感謝申し上げます。

　一円献金は、一年間かけて小銭等を集め、海外支援の
ために寄付する活動です。2020 年 10 月に集められた
ご献金は、韓国の救世軍を通じて行われている、カンボ
ジアの給食サービスのために送金されました。
（近年は小銭の送金手数料がかかることから、両替していただく
ことを奨励しています。）

一円献金 　1,022,509円

←プノンペンの
小隊での給食
サービス

感謝祭募金 　12,130,892円
　感謝祭は毎年 9 月に行われています。昨年も、日本
国内の救世軍の活動を支える尊いご支援をいただき、心
から感謝いたします。

社会鍋
　2020 年は、歳末の風物詩である社会鍋もコロナ禍の
中での実施でした。各地での街頭募金は、感染拡大防止
対策をとり、時間と場所、奉仕者の人数を限定しておこ
なわれましたが、こんな時だからこそ、と献げてくださっ
たみなさまに心から感謝申し上げます。オンライン社会
鍋にも多くのご協力が寄せられました。社会鍋に託され
た資金は、各地の救世軍を通してさまざまな支援に用い
られています。全国募金額は後日ホームページ等でご報
告いたします。
　東京地区では 12 月から 2 月、街頭生活者支援のた

めの給食を、奉仕者や
配布方法を限定して行
い、合計 3,436 人の方々
へお弁当をお届けする
ことができました。（大
手町・隅田川・代々木公園・
秋葉原・新宿にて、12 月
628 人、 1 月 1,293 人、2
月 1,515 人）

←栃木・佐野での社会鍋

岡山小隊　コロナ禍で在庫を抱え困っている生産者の
方々から食品・製品を買い取り、地域の方々へ安価で提
供する、サイクル支援を行っています。

救世軍年次報告2020－2021
発行　救世軍本営　代表者　スティーブン・モーリス
　　　〒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

克己週間募金 　10,354,602円
　春の克己週間へのご献金は救世軍の国際本部に送金さ
れ、経済的に困難な国での働きに用いられます。2020
年にはアフリカ・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を支援するためにも送金されま
した。この資金を用いて 2021 年 4 月 27 日には、マラ

ウイの救世軍の反児
童人身取引センター
に、トヨタ・ランド
クルーザーが納車さ
れました。車は、こ
のセンターでのさま
ざまな支援活動に用
いられています。

救世軍の定期刊行物と書籍

●定期刊行物
『ときのこえ』（War Cry）
明治 28（1895）年創刊。聖書の福音をわかりやすくお伝えするとともに、
救世軍の活動を写真入りで紹介する機関紙です。毎月 1 日発行の 4 ペー
ジの福音版と、年 5 回発行の 16 ページの広報版があります。福音版 40
円、広報版 100 円、クリスマス特集号（12 月 1 日号）100 円（いずれも税込）

『はあもに』（Harmony）
『家庭団コータリー・プログラム』が名前を新たに『はあもに』として
生まれ変わりました。現代に生きるすべての女性に励ましの言葉を贈る
雑誌です。年 3 回発行、A4 判 20 ページ。200 円（税込）

●書籍（2020 年度刊）

『A New Season Begins 新しい季節が始まる』
CD：ダニエル・テンプルマン - トゥエルズ　ピアノ演奏
メリッサ・テンプルマン - トゥエルズ著
2017 年末までの 6 年間、日本で宣教の働きをしたオーストラリア人の
テンプルマン - トゥエルズ大尉夫妻。メリッサ大尉の文章（日本語及び
英語）にダニエル大尉のピアノ演奏 CD ディスクが付いたビジュアル本
です。ぜひピアノ CD を聞きながらページをめくってください。A5 判
112 ページ。1,320 円 （税込）

『いのちのことば　有名な聖句を学ぶ』
志村善也著
『家庭団コータリー・プログラム』に掲載された聖書の学びのための連載を、
『いのちのことば　旧約聖書・新約聖書を学ぶ』の続編として出版しまし
た。「新約聖書の富士山」「旧約聖書の最高峰」「愛の賛歌」「黄金律」などを
テーマに、誰もが愛誦してきた聖句や、よく知られている聖句を解説。さら
に読者のリクエストにも応え、豊かに聖書の言葉を味わうことのできる内容
となっています。A5 判 140 ページ。660 円（税込）

『救世軍教理ハンドブック』
2010 年に救世軍万国本営（国際本部）から英文で発行されたものを日本語にして発刊し
ました。救世軍が大切にしている教理（信条）を学ぶために必要な様々な歴史や情報を
わかりやすく網羅しています。「教理の学びは、私たちの霊的生活を形造るために、と
ても役立つものです。神について考察することは、神との関係に影響を及ぼします。
教理の学びを通して、神の完全なる主権についての理解を深め、たとえ人生で最も困
難な局面においても、『私は、神の聖なる御心に信頼します』と言うことができるよう
になるのです。」（前 救世軍日本司令官 ケネス・メイナーによる「まえがき」より）　A5 判 386 ペー
ジ。2,750 円（税込） 

購読、購入については救世軍本営出版供給部までご連絡ください。
メール： jpn.trade@jpn.salvationarmy.org

募金報告

←マラウイの救世軍本営
（ブランタイヤ）での納
車式



救世軍の活動はみなさまの
ご寄付によって支えられています。
ぜひ救世軍への寄付を
ご検討くださいますよう
お願い申し上げます。
詳しくはホームページをご覧ください。
www.salvationarmy.or.jp/donation

群馬・高崎

大阪・難波

東京・銀座


