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     7月の予定 

 5日(月) 婦人部全体研修会 

       大宮教会 10：00ａｍ 

 5日(月)～6日(火) 教師一泊研修会 

       別所沼会館 

10日(土)～12日(月) アジア学院生ホームステイ 

       地区内ホストファミリー 

11日(日) 役員研修会 

       埼玉新生教会 3：30ｐｍ 

     ホームページ委員会 

       埼玉新生教会 5：30ｐｍ 

13日(火) 最寄り３区教師会 

       菖蒲教会 10：30ａｍ 

18日(日) 金田佐久子・永本慶子牧師就任式 

       西川口教会 2：00ａｍ 

壮年部委員会 

       越谷教会 2：30ｐｍ 

20日(火) 地区委員会 

       大宮教会 5：00ｐｍ 

教会・教師の動き 

○5月30日、志木教会・池田玲二牧師、池田なおみ 

 牧師の就任式が行われました。 

○6月20日、鴻巣教会・篠原愛義牧師の就任式、篠原

節子教育主事の就任式が行われました。 

○埼大通り教会は、現在会堂を建築中です。 

○岩槻教会は、現在会堂を建築中です。 

 11月竣工予定。 

≪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) 

 

7月5日(月)～6日(火) 教師一泊研修会 

   会場 別所沼会館 

       住所：さいたま市南区別所4-14-10 

       電話：048-861-5219 

   主題 ｢現代におけるキリスト教カウンセリング｣

   講師 賀来周一先生(キリスト教カウンセリング 

センター相談所長) 

 【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330

 

7月5日(月) 婦人部全体研修会 

   時間 午前10：00～午後2：30 

   会場 大宮教会 

   主題講演「いま、証し人として遣われて」 

   講師 斎藤友紀雄先生 

 (日本いのちの電話連盟常務理事) 

   開会礼拝 三羽敦子牧師(和戸) 

  【問い合わせ】三川弘子(草加) ☎048-935-6258 

 

7月11日(日) 役員研修会 

   時間 午後3：30～5：30 

   会場 埼玉新生教会 

   テーマ 「教会法と世俗法 

－キリストを土台とする教会形成－」

   講師 山口隆康先生(東京神学大学教授) 

            （玉川平安教会牧師） 

▽今年の役員研修会は､教団の憲法・規則など、

教会法を研究され、その成果を発表されてい

る山口隆康先生をお招きして、教会法に従 

った正しい教会形成について学ぶことになり

ました。教会の要である役員の方々がこの機

会に基本から学び、埼玉でまことのキリスト

の教会を建設するために寄与していきたいと

思います。ぜひ､ご出席ください。 

【問い合わせ】山ノ下恭二(東大宮) ☎048-684-5323

 7月18日(日) 金田佐久子牧師・永本慶子牧師就任式 

   時間 午後2：00から 

   会場 西川口教会 

   司式 飯塚拓也牧師(竜ヶ崎・教区書記) 

   ▽金田佐久子牧師が主任担任、永本慶子牧師が 

担任となります。 

【問い合わせ】金田佐久子(西川口)  

☎048-252-7036 

来月の集会案内 

8月15日(日) 平和を求める8・15集会 

   時間 午後3：30～5：30 

   会場 大宮教会 

   講師 坪井節子氏(弁護士、弓町本郷教会員) 

   講演「子どもはお国のためにあるんじゃない!」 

   会費 300円 

   主催 社会委員会   協賛 壮年部 

  【問い合わせ】深見祥弘(東所沢) ☎042-945-5169 

    

8月17日(火)～19日(木) 中学生・ＫＫＳキャンプ 

   場所 関東教区施設・向山荘（妙高高原池の平） 

   講師 白石多美出牧師（春日部） 

   主題 「聖書―何を信じて生きる？」 

   費用 15,000円(大宮・川越からの交通費含む) 

   申込締切 7月27日(火)必着 ＦＡＸでも可 

   【申込先】〒335-0012 戸田市中町1-13-7 

               金田佐久子 

       ＴＥＬ：048-442-9509 (ＦＡＸ兼用) 

   ※申込は教会ごとにまとめてお願いします。 

 

先月号の裏面に掲載しました「2004 年度埼玉地区各

部・各委員会名簿」について次の通り訂正します。 

①社会委員会、大沢正芳兄(深谷)は他教区の教会へ転 

出のため任期途中で辞任、削除。 

②教師委員会、森淑子牧師(狭山)を鎌木順子牧師(朝 

霞)に訂正。 

最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。  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 



埼玉地区月報  No.91  (裏面) 

お知らせ・お願い 
【地区関係】 

 埼玉地区ハンドブック発行のお知らせ 

  埼玉地区ハンドブックが発行され、関東教区総会

(5／26～27)会場で、各教会・伝道所に2冊ずつ 

配布されました。 

各教会・伝道所の集会案内、地図、写真、埼玉地

区規則、伝道援助制度規定等の内規、などが掲載

されています。 

個人で購入する場合は、1冊500円になります。

教会毎にまとめてお申込ください。 

  【申込】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

 

♥ アジア学院生ホームステイ (婦人部活動) 

  7月10日(土)～12日(月) 

  今年の地区内のホストファミリーは以下のご家 

  庭です。お祈りのうちにお覚えください。 

  ・阿久澤美智子姉(安行) ・内堀豊子姉(大宮) 

  ・栗原初音姉(浦和別所) ・戸田ゆきえ姉(川越)

 

【一般関係】 

✎ 埼玉神学会のお知らせ 

  日時 6月28日(月) 

  会場 大宮教会 

  テキスト ファン・リューラー著 近藤勝彦訳 

      「キリスト者は何を信じているか」  

（p．277 ～296） 

発表 平沢功牧師(埼大通り) 

会費 200円 

▽埼玉地区の教師方どなたでも歓迎致します。 

    尚、神学会7月例会は7月20日（火） 

午後2時 大宮教会 テキスト箇所 ｐ．297～

【問い合わせ】三羽善次(和戸) ☎0480-32-2112 

  埼玉宗教連合主催講演会のご案内 

  日時  7月9日(金) 午後1：30から 

会場 カトリック川越教会(川越市六軒町1-17-15)

講演 「青少年を生かす家族」 

講師 山北宣久牧師(日本基督教団議長・聖ヶ丘)

  【問い合わせ】三羽善次(和戸) ☎0480-32-2112 

 

【各個教会関係】 

 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－ 

▽当教会では色々な場合を予想して準備をしてお

りますが、入場者の予定人数が全く予想つかず

戸惑っております。 

   教会によってご都合がつけばおおよその出席者

が把握できる範囲でお知らせいただければと希

望いたしております。 

   千葉牧師宅でも松村へのメールでもかまいませ

んので、その旨ご連絡いただければ感謝です。

   よろしくお願い致します。 

【連絡先】千葉巌(上尾栄光) ☎048-641-0881 

     松村洋子 vine-branch.y.m@jcom.home.ne.jp

 

 所沢武蔵野教会のホームページが開設 

  ＵＲＬは下記です。是非、ご覧下さい。 

  http://www.271keyaki.kyokai.info/ 

【地区関係】 

✍ 最寄り３区教師会のお知らせ 

  日時 7月13日(火) 午前10：30から 

会場 菖蒲教会 

  礼拝 細谷武英牧師(菖蒲) 

 発題 石川栄一牧師(北本) 

  【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ℡048-787-5921 

 【教区関係】 

 関東教区第34回「社会活動協議会」のお知らせ 

  日時 9月19日(日)～9月20日(月) 

       (19日午後5時～20日正午) 

  会場 埼玉県勤労者福祉センター「ときわ会館」 

  テーマ「北朝鮮と有事法制」 

  講師 森野善右衛門牧師(関東教区巡回牧師) 

     川村邦彦氏(新潟ＮＧＯ) 

関東教区総会報告 

5月26、27日にかけて関東教区総会が大宮ソニックシ

ティーを会場に開かれました。設営担当は茨城地区。

参加正議員は約150人でした。 

【教団総会議員選出選挙結果】 (50音順) 

(教師) 

新潟 上島一高（新潟）、原田史郎（東中通） 

群馬 平山正道（沼田）、塚本潤一（高崎）、 

村田 元（原市） 

栃木 近藤野百合（佐野）、 

茨城 飯塚拓也（竜ヶ崎） 

埼玉 秋山 徹（上尾合同）、石橋秀雄（越谷）、 

田中かおる（安行）、疋田國磨呂（大宮）、 

   三浦 修（埼玉和光）、最上光宏（浦和東）、 

山岡 磐（初雁） 

   次点 小野團三（群馬・桐生東部）、 

(信徒)  

新潟 萩屋マサ子（新潟） 

群馬 中澤真理（渋川）、伴 朋子（前橋）、 

丸岡早苗（甘楽）、綿貫富夫（桐生東部） 

栃木 和田健一（氏家） 

茨城 内山 一（鹿島） 

埼玉 アンダーソン礼子（埼大通り）、 

茨木公子（川越）、大島健一（大宮）、 

   金刺一雄（上尾合同）、九里秀一郎（浦和東）、

滝川英子（七里）、吉田武人（鴻巣） 

   次点 菊地 愛（東中通）、 
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