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5 月の予定

11 日(火) 最寄り３区教師会
鴻巣教会 5：00ｐｍ
16 日(日) 壮年部主催講演会
大宮教会 2：30ｐｍ
埼大通り教会・平沢功牧師就任式
埼玉新生教会 2：30ｐｍ
17 日(月) 最寄り２区教師会
飯能教会 10：30ａｍ
18 日(火) 教育委員会
七里教会 6：30ｐｍ
21 日(金) 地区委員会
埼玉新生教会 5：00ｐｍ
22 日(土) 第 3 回 Ｉ Ｔ 祭り
埼玉新生教会 2：00ｐｍ
23 日(日) 行田教会・小鮒實牧師就任式
行田教会 3：00ｐｍ
アーモンドの会
埼玉和光教会 4：00ｐｍ
桶川開拓伝道協力委員会
桶川伝道所 6：00ｐｍ
30 日(日) 志木教会・池田玲二、なおみ牧師就任式
志木教会 3：00ｐｍ
【関東教区の主な予定】
26 日(水)〜27 日(木) 関東教区総会
大宮ソニックシティー
6 月､7 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
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

お知らせ・お願い

5 月 16 日(日) 壮年部主催講演会
時間 午後 2：30〜
会場 大宮教会
講演 『聖霊の息吹を受けて
― 信仰の継承を願って ―』
講師 大宮溥先生(阿佐ヶ谷教会名誉牧師)
(日本聖書協会理事長)
プログラム
①礼 拝 聖句：エゼキエル書 37：1〜14
②講演会 ご期待下さい！
③懇談会 有意義な一時を
▽教職・信徒を問わず御参加をお待ちしており
ます。
【問い合わせ】工藤武(熊谷) ☎048‑523‑5592

6 月 20 日(日) 環境問題講演会
時間 午後 3：00〜5：00
会場 大宮教会
講演 『地下資源の大量消費と環境問題』
― 足尾鉱毒から地球温暖化まで ―
講師 菅井益郎先生
(国学院大学経済学部教授)
会費 300 円
主催 社会委員会／環境問題小委員会
【問い合わせ】工藤武(熊谷) ☎048‑523‑5592

5 月 22 日(土) 第 3 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 3) −ホームページづくり−』
内容 ①レポート：埼玉地区内教会の
ホームページの現状
②疑問・不思議コーナー
③実践・ホームページづくり
▽フリーマーケットも同時開催
時間 午後 1：00〜4：30
▽フリーマーケットへ出品しよう！！
・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、5 月 8 日までに申込下さい。
【申し込み先】中村眞(埼玉新生) ☎048‑852‑1379

6 月 26 日(土) 教会音楽講習会
時間 午後 1：30〜4：00
会場 埼玉和光教会
テーマ
賛美の喜びを共に
講師 高浪晋一先生(国立音楽大学助教授)
会費 1,000 円
持ち物 「讃美歌 21」
主催 礼拝と音楽を学ぶ
▽どなたでもご自由においでください。
【問い合わせ】長尾愛子(小川) ☎0493‑72‑4904
6 月 27 日(日) 第 13 回桶川開拓伝道協力教会全体会
時間 午後 4：00 から
会場 桶川伝道所
▽協力教会の皆様、いつも祈ってくださる
方々、どなたでもご出席ください。
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048‑787‑5921

≪月報がメールで受け取れ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。
【申し込み＆問い合わせ先】iwasa@bb.mbn.or.jp
岩佐浩一(上尾合同)
※就任式は左の「5 月の予定」に掲載してあります。
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
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(裏面)

お知らせ・お願い
【各個教会関係】
a 日野原記念上尾栄光教会「講演会」のご案内
日時 7 月 11 日(日) 午後 2：00〜3：30
会場 日野原記念上尾栄光教会
講師 日野原重明先生(聖路加国際病院理事長)
演題 「どう良く生きるか」
副題 −困難な中での生き方の選択−
▽どなたでもご出席ください。
【問い合わせ】千葉巌(上尾栄光) ☎048‑641‑0881
♪ 吉川チャーチゴスペルナイト(ＹＧＮ)のご案内
日時 5 月 29 日(土) 午後 6：30 から
会場 吉川教会
内容 東京聖書学校の神学生と吉川教会の方達
で企画している今回で 33 回目を数える音
楽と御言葉のひとときです。ハープとバイ
オリンとピアノのトリオ演奏があります。
また、ゴスペル＆ワーシップには、
「道は
開かれている」(詩篇 139：24)をテーマに
クリスチャンでもノンクリスチャンもな
じみやすい曲を織り交ぜています。どなた
でも大歓迎です。入場無料です。
【問い合わせ】西海静雄(吉川) ☎048‑982‑5064
深谷与那人(東京聖書学校)
Mail:yonato@t.vodafone.ne.jp

✍ 最寄り３区教師会へのお誘い
来る 5 月 11 日(火）鴻巣教会にて 2004 年度第一回
「最寄り３区教師会」を行います。
日頃午前中では御都合がつかない教師方に合わせ
て特別に午後 5 時より開きます。
発題は鴻巣教会の主任牧師である篠原愛義先生、
礼拝は熊谷教会の中谷 清先生にお願いいたしま
す。行田教会、加須教会に新しく赴任された先生
方にもお誘い致しました。歓迎会も兼ねています
のでご都合をつけてご出席下さい。
ご出欠を鴻巣教会、篠原先生(048‑541‑0643)にご
連絡ください。
教師委員会委員 高橋悦子（048‑787‑5921）

 最寄り１区教師会のご案内
日時 4 月 26 日(月) 午前 10：30 から
会場 越谷教会
▽「陪餐教育」というテーマで田中かおる牧師
(安行)がお話し下さいます。ご参加を。
【問い合わせ】疋田勝子(大宮) ☎048‑641‑6148

♥ 毛呂教会「特別伝道集会及び創立記念日礼拝(創立
111 周年)」のご案内
日時 5 月 16 日(日) 午前 10：30 から
会場 毛呂教会
講師 国安敬二先生(農村伝道神学校理事長)
(幕張教会名誉牧師)
※藤波牧師をお祈りにお覚え下さり、有難うござ
います。(4 月 11 日に退院しました)
この集会のためにもご加祷頂ければ感謝です。
【問い合わせ】毛呂教会 ☎049‑294‑3444

○池田玲二牧師・池田なおみ牧師が志木教会に就任。
就任式は 5 月 30 日(日)、午後 3 時より。

* 坂戸いずみ教会土地購入報告
3 月 24 日に新会堂建築用地を購入することができ
ました。坂戸市泉町２‑16‑12、広さ８４坪余り、
鶴ヶ島から坂戸を経て、毛呂山・越生方面に抜け
るバイパス沿いの角地で、伝道に非常に適した場
所です。現在地からも６００ｍ程のところです。
今年度は会堂建築計画を進めます。どうぞお祈り
ください。
坂戸いずみ教会牧師・山岡創

教会・教師の動き
○平沢功牧師が埼大通り教会に就任。
就任式は 5 月 16 日(日)、午後 2 時 30 分より。
○小鮒實(こぶな みのる)牧師が行田教会に就任。
就任式は 5 月 23 日(日)、午後 3 時より。

○篠原愛義(やすよし)牧師が鴻巣教会に就任。
就任式は 6 月 20 日(予定)。
○絵鳩アツエ牧師が越生教会に就任。
就任式は 6 月 27 日(予定)。
○金田佐久子牧師が西川口教会の主任担任、永本慶子
牧師が担任に就任。就任式は 7 月 18 日(予定)。
○浦部牧子伝道師が加須教会に就任。
就任式は 8 月 22 日(日)、午後 3 時から。
○細谷武英牧師が菖蒲教会の主任担任、相良哲生牧師
は担任になる。

= 最寄り２区教師会のご案内
日時 5 月 17 日(月) 午前 10：30〜12：00
○本間一秀先生が川口教会の信徒伝道者に就任。
会場 飯能教会
▽２区に新しく赴任された牧師の紹介と歓迎会
▽寄居町在住の隠退教師、及川泰夫教師(元相愛教会)
も兼ねます。お集まり下さい。
が逝去され、4 月 16 日に相愛教会で葬儀が行われた。
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049‑283‑0330
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