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3 月の予定

5 日(金) 世界祈祷日
各会場
18 日(木) 地区委員会(地区総会準備)
緑聖教会 2：00ｐｍ
20 日(土) 地区総会
緑聖教会 9：30ａｍ
21 日(日) 壮年部委員会
大宮教会 2：30ｐｍ
礼拝と音楽を学ぶ会総会
東大宮教会 3：00ｐｍ
28 日(日) ホームページ委員会
埼玉新生教会 4：00ｐｍ
【関東教区の主な予定】
29 日(月)〜31 日(水) 教区ＫＫＳキャンプ
シャロンのばら伝道所

来月の集会案内
4 月 23 日(金) 婦人部総会
時間 午前 10：00〜12：00 受付 9：30
会場 大宮教会
開会礼拝説教 鎌木順子牧師(朝霞)
▽総会後、軽食を用意しております。交わりの
時間としてご歓談下さい。
【問い合わせ】三川弘子(草加) ☎048‑935‑6258

報

告

【集会参加者数】
・2／11 信教の自由と平和を求める 2・11 集会
120 名・32 教会
・2／17 教師研修会・総会 28 名・24 教会
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
3 月 5 日(金) 世界祈祷日
１区：大宮教会 受付 午前 9：30 から
礼拝 午前 10：00〜11：30
２区：小川教会 受付 午前 10：00 から
礼拝 午前 10：30〜12：00
３区：カトリック熊谷教会
受付 午前 10：00 から
礼拝 午前 10：30〜12：00
【問い合わせ】三川弘子(草加) ☎048‑935‑6258
3 月 20 日(土) 地区総会
時間 午前 9：30〜午後 3：30 受付 9：00
会場 緑聖教会
内容 地区委員選挙、予算決算、各部各委員会
報告、地区宣教活動計画、地区規則の
制定等。
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049‑283‑0330

お知らせ・お願い
【地区関係】
a「埼玉地区教会案内」発行にあたってのお知らせ
地区委員会では、
「埼玉地区教会案内」の改訂版
発行の準備を進め、2004 年度の地区総会日に発行
を予定していました。しかし、3 月末から 4 月に
かけていくつかの教会で教師異動があるため、発
行を 5 月の教区総会時に延ばしました。
なお、まだ返信されてない教会があります。至急、
ご返信ください。
変更ない場合もご返信ください。
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048‑852‑1379
✍ 地区委員会からのお知らせ
地区総会準備のための地区委員会を 3 月 18 日
(木)に緑聖教会にて午後 2 時からいたします。
地区総会で配布したい文書などがありましたら、
18 日の午前中に緑聖教会に届くように時間指定
してお送り下さい。
議員登録が遅れている教会があります。至急書記
（山岡創 049‑283‑0330）まで連絡してください。

3 月 21 日(日) 礼拝と音楽を学ぶ会総会
時間 午後 3：00 から
会場 東大宮教会
内容 ①礼拝 説教：山ノ下恭二牧師(東大宮)
【各個教会関係】
②2003 年度活動報告
= 志木教会「春の特別集会・特別礼拝」のご案内
③2004 年度活動計画
①春の特別集会
④その他
3 月 20 日(土) 午後 7：00 から
▽埼玉地区教会の教会音楽の充実を願って発足
②特別礼拝
した「礼拝と音楽を学ぶ会」は、2004 年度で
3 月 21 日(日) 午前 10：15 から
12 年目を迎えます。今年度は「こどもさんび
会場 志木教会
か改訂版」の講習会と「礼拝のオルガン」の主
講師 李秀雲牧師(埼玉中国語礼拝伝道所)
題で奏楽者向けの講習会を実施し、さくたんの
テーマ 「生きる意味」
方に参加して頂きました。総会は、気軽に意見
【問い合わせ】吉仲 將(志木) ☎048‑473‑0024
交換をする会ですので、ぜひ各教会からふるっ
てご参加頂きたいと思います。
【問い合わせ】長尾愛子(小川) ☎0493‑72‑4904
http://www5b.biglobe.ne.jp/ saitama/
制作：ホームページ委員会
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お知らせ・お願い
【各個教会関係】
♥ 桶川伝道所より感謝の報告
昨年 12 月 28 日に、 アイルビーゼア 弦楽奏団 チ
ェロ独奏コンサート開催することができ、また多く
の方のご出席を頂きまして、真に有難うございまし
た。遅くなりましたが感謝の報告をさせて頂きま
す。なお、出席者は 78 人、うち、伝道所の大人７、
こども 12 人、あとはご近所の方です。
埼玉地区のホームページを見ていらした方は 4 人
もいらっしゃいました。感謝します。
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048‑787‑5921
【関東教区関係】
 教区教会高校生青年(ＫＫＳ)春のキャンプのご案内
日時 3 月 29 日(月)〜31 日(水)
会場 あゆみ幼稚園（シャロンのばら伝道所）
主題 「教会―集まること、つながること」
主題聖句 ヨハネによる福音書 15 章 1 節〜10 節
「わたしにつながっていなさい。わたしもあな
たがたにつながっている」
講師 生地善人(おんじ・よしと)牧師（筑波学園）
会費 １万円
【問い合わせ・申込先】小池正造
（キャンプディレクター・東新潟）☎025‑247‑0058

4 月､5 月の情報をお寄せください。各教会のトピックス
も是非、どうぞ！
締切は毎月 20 日、ホームページにも掲載します。
(ホームページは締切はありません)
◎ＦＡＸ：048‑979‑1057
◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp

【一般関係】
☎ きぼうのダイヤル・埼玉 ボランティア募集
いのちの電話の埼玉キリスト者版が きぼうのダイ
ヤル・埼玉 →ＴＥＬ：０４９‑２２８‑７３５７
(月〜土 13：00〜17：00)です。
この度、ボランティアの募集をすることになりまし
た。活動概要等お知りになりたい方は下記にご連絡
ください。宜しくお願いします。
◎きぼうのダイヤル・埼玉 事務局
FAX：049−226−5153 TEL：090−6315‑8724
【問い合わせ】田坂邦彦(越谷) E‑mail：92@K‑ft.net
♬

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
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（03‑3203‑4258）
【問い合わせ】滝瀬美代子(鴻巣) ☎048‑541‑0643

≪月報がメールで受け取れるようになりました≫
現在、この埼玉地区月報は印刷物として郵送で、各教
会・伝道所にお送りしていますが、昨年 8 月号より、メ
ールでも受け取ることが出来るようになりました。
ご希望の方は、お名前と教会名そして「月報希望」と
書いて下記のメールまで送信してください。
メーリングリストを利用しますので、
何千人でも同時
に無料で送ることが可能です。是非、ご利用ください。
埼玉地区のホームページからでも申し込みが出来ま
す。
【申し込み＆問い合わせ先】iwasa@bb.mbn.or.jp
岩佐浩一(上尾合同)

教会・教師の動き
▽ 遠藤富寿牧師（埼大通り教会）は、3 月をもって
辞任し隠退教師となります。

埼玉地区のホームページには、特集が載っています。
是非、一度ごらんください。
【Ｎｏ1. 聖徒の日】
日本基督教団では、11 月の第一日曜日を「聖徒の日」
としています。各教会では、具体的にどのようにして
守っているのか、いくつかの教会の礼拝模様を写真で
紹介しています。
【Ｎｏ2. 按手礼・准允式】
按手礼・准允式の意味と解説、また 2002 年 11 月 30
日に関東教区で行われた按手礼・准允式の模様を写真
で紹介してあります。
【Ｎｏ3. イースター】
どうしてイースターの日にちが一定でないのかの
説明。受難週・レント・イースターエッグ・イースタ
ーバニー等の説明など。
【Ｎｏ4. 教会・伝道所】
第一種教会と第二種教会および伝道所の違いの説
明。
「・・建設式」
「・・設立式」
「・・開設式」の説
明。及びそれぞれの式を写真で紹介。
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