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1 月の予定

12 日(月) 新年合同礼拝
埼玉新生教会 10：30ａｍ
17 日(土) 第 2 回 Ｉ Ｔ 祭り
埼玉新生教会 2：00ｐｍ
18 日(日) 壮年部委員会
初雁教会 2：30ｐｍ
ホームページ委員会
埼玉新生教会 4：00ｐｍ
19 日(月) 伝道委員会
東大宮教会 6：30ｐｍ
19 日(月)〜20 日(火) 障教懇委員会
軽井沢・すずかる荘
20 日(火) 地区委員会
埼玉新生教会 5：00ｐｍ
25 日(日) 社会委員会
浦和東教会 3：00ｐｍ
27 日(火) 教師委員会
大宮教会 2：00ｐｍ
30 日(金) 教育委員会
安行教会 6：30ｐｍ

教会・教師の動き
○関東教区と韓国基督教京畿中部老会との交流の一環
として、1 月 26 日(月)〜29 日(水)教区より教職・信
徒 15 名が韓国を訪問します。今年は地区を代表して
最上地区長と佐久間会計が参加する予定です。
○地区の社会委員会で永く奉仕をされた千里久文男兄
が逝去され、12 月 23 日上尾合同教会で葬儀が行われ
ました。特に 1976 年から 1982 の 7 年間は、社会委員
会の委員長を務めました。
最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。

今月の集会案内

来月の集会案内

1 月 12 日(月) 新年合同礼拝
時間 午前 10：30〜午後 0：30
会場 埼玉新生教会
説教者 加藤常昭先生(元鎌倉雪ノ下教会牧師)
聖餐式 最上光宏牧師(浦和東)
▽今年度は 3 区合同の礼拝です。
子供たちも一緒に参加できます。大人の説教の
間、別室に退出し、係が付きます。
子供世話係の奉仕を募集します。
山岡創まで（坂戸いずみ教会 049‑283‑0330）
▽バザーのコーナーを設けます。
出店したい教会はご連絡を下さい。
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048‑852‑1379

2 月 11 日(水) 信教の自由と平和を求める 2・11 集会
時間 午前 10：00〜12：00
会場 大宮教会
講演「信教・思想・良心の自由
−心への介入を許すな！」
講師 大津健一氏(日本クリスチャンアカデミー
関東活動センター所長)
参加費 300 円
主催 社会委員会
【問い合わせ】深見祥弘(東所沢) ☎042‑945‑5169
2 月 15 日(日) 壮年部総会
時間 午後 2：30 から
会場 大宮教会
内容 ①開会礼拝 鎌田康子先生(越谷副牧師)
②総会 (活動報告等の承認)
③フルート ミニコンサート
演奏 木下恵美子姉(大宮)
▽地区壮年の方、是非ご出席ください。
【問い合わせ】工藤武(熊谷) ☎048‑523‑5592

1 月 17 日(土) 第 2 回 Ｉ Ｔ 祭り
時間 午後 2：00〜4：00
会場 埼玉新生教会
テーマ「インターネット伝道の可能性を探る
(パート 2) −ホームページづくり−」
内容 ①レポート
「西川口教会ホームページのケース」
2 月 17 日(火) 教師委員会講演会・総会
②疑問・不思議コーナー
時間 午前 10：30〜午後 3：00
③パソコンで遊ぼう！(分科会)
会場 大宮教会
1）インターネットを見てみよう
①講演会「心病む人を教会で受け止めるために」
2）実践・ホームページづくり
講師 賀来周一先生（ルーテル神学大学教授）
※お好きなコーナーに御参加ください。
②総 会 ・各最寄り区活動報告
▽フリーマーケットも同時開催
・教師互助制度の見直し
時間 午後 1：00〜4：30
・教師の保険加入について
▽フリーマーケットへ出品しよう！！
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049‑283‑0330
・個人でも教会単位でも出品できます。
・衣料、雑貨、物産、自由に販売できます。
・出品料他、費用は一切かかりません。
・ご希望の方は、12 月 28 日までに申込下さい。
【申し込み先】中村眞(埼玉新生) ☎048‑852‑1379
http://www5b.biglobe.ne.jp/ saitama/
制作：ホームページ委員会
発行：埼玉地区委員会

《月報の蔭から》
(月報作成担当者 Ａ．Ｔ)
先日、埼玉地区のホームページを見た方からメール
を頂いた。教会に関してのいくつかの質問であった。
お知らせ・お願い
今までもこうしたメールは何通も頂いた。但し、今回
はいつもと、一つだけ違う点があった。ナント相手は
【地区関係】
中学 1 年生の女子であった。自分専用のメールアドレ
a「埼玉地区教会案内」発行にあたってのお願い
スも持っていた。インターネットで必要な情報を入手
地区委員会では、
「埼玉地区教会案内」の改訂版
し、それでも分からないことはメールで質問する。思
発行の準備を進めています。
わず「時代は変った！」と呟いてしまった。
2004 年度の地区総会日に発行を考えています。
変ったと言えば、地区仮事務所の書類を整理した時
現在ホームページに掲載してあります原稿と地
に、
「明日の宣教」と題する小紙を見つけた。発行は
図を各教会へ郵送しましたので、加筆訂正して、建
1983 年 11 月、今から 20 年前のものである。この中に
物の写真 1 枚と同封して、12 月末までにご返送下
「コンピューター時代の宣教をめぐって」というタイ
さいますようお願いいたします。
トルで地区の 4 人の牧師先生が座談会をしている興味
・地図上に銀行がある場合は、銀行名のチェック
深い記事が掲載されていた。ある先生がこんな話をさ
をしてください。
れている。
「地区からたくさんの集会案内などの印刷
・変更ない場合もご返信ください。
物が送られてくる。この情報をもっと整理できない
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048‑852‑1379
か」
。これに対して別の先生が「地区の情報を流す電
≪月報がメールで受け取れるようになりました≫
話を設置したらどうでしょう。そこへ電話をすると地
現在、この埼玉地区月報は印刷物として郵送で、各教
♥ 地区デー献金のお願い
区の諸集会の最新案内の録音テープが流れる。また、
会・伝道所にお送りしていますが、8
月号より、メール
地区活動のための必要が満たされますように、地区
埼玉に来た方がそこへ電話すると教会案内が聞かれ
でも受け取ることが出来るようになりました。
デー献金をお献げください。各教会へお送りした封
る」
。これって正に、現在埼玉地区のホームページで
ご希望の方は、お名前と教会名そして「月報希望」と
筒で新年合同礼拝の際にお持ち下さるか、下記の
やっていることと同じです。ただ、電話でなくてイン
書いて下記のメールまで送信してください。
郵便振替口座にお振り込みください。
ターネットという違いだけです。この先生方の中に 8
メーリングリストを利用しますので、何千人でも同時に
・口座番号 ００１３０−２−４１３１２７
月に亡くなられた川口教会の笹田先生がいらっしゃ
無料で送ることが可能です。是非、ご利用ください。
・口座名義 「日本キリスト教団埼玉地区」
る。お元気の時にもっとお話をお聞きしたかった。
埼玉地区のホームページからでも申し込みが出来ます。
(地区委員会)
さて、今年一年も無事月報を発行することが出来ま
【申し込み＆問い合わせ先】iwasa@bb.mbn.or.jp
岩佐浩一(上尾合同)
した。今は、皆様から頂いた情報を、すぐにホームペ
【各個教会関係】
ージにも掲載していますし、今年からは月報をメール
= 東所沢教会「証しと賛美の礼拝」
1
月､2
月の情報をお寄せください。
各教会のトピックス
によっても入手できるようにしました。この一年情報
日時 1 月 25 日(日) 午前 10：30〜12：00
も是非、どうぞ！
をお寄せ頂きました皆様に感謝いたします。また、毎
会場 東所沢教会
締切は毎月
20
日、ホームページにも掲載します。
月お忙しい中、チェックして頂いた最上委員長と山岡
内容 岩淵まことさん(シンガーソングライター)
(ホームページは締切はありません)
書記、ホームページ委員会の中村委員長に感謝しま
による証しと賛美
◎ＦＡＸ：048‑979‑1057
す。迎えます新年も埼玉地区の諸教会・伝道所にとっ
▽入場無料、どなたでもお越し下さい。
◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp
て神様の恵みあふれる年となりますようお祈りいた
【問い合わせ】深見祥弘(東所沢) ☎042‑945‑5169
します。
ご意見ご要望もお寄せください｡ FAX:048‑979‑1057 E メール: toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp ◆掲示板用はＢ４に拡大すると見やすくなります。 発行：埼玉地区委員会
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【一般関係】
♬ にじのいえ のためにチャリティーコンサート
−草間美也子パイプオルガンコンサート−
日時 3 月 13 日(土) 午後 2 時開演
(1 時半開場)
会場 青山学院ガウチャー記念礼拝堂
演奏 草間美也子
(恵泉女学園オルガニスト、教団讃美歌委員)
料金 3,500 円(全席自由)
主催 日本基督教団全国教会婦人会連合 にじのい
え 運営委員会
問い合わせ他 03‑3203‑4258
【チケット申込】滝瀬美代子(鴻巣) ☎048‑541‑0643
締切 1 月 15 日

