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8 月の予定

15 日(日) 平和を求める 8・15 集会
大宮教会 3：30ｐｍ
17 日(火)〜19 日(木) 中学生・ＫＫＳキャンプ
向山荘
22 日(日) 社会委員会
愛泉教会 3：00ｐｍ
22 日(日) 加須教会・浦部牧子牧師就任式
加須教会 3：00ｐｍ
29 日(日) アーモンドの会(拡大委員会)
埼玉和光教会 4：00ｐｍ

教会・教師の動き
○6 月 27 日、越生教会・絵鳩アツエ牧師の主任担任教
師就任式が行われました。
○7 月 18 日、西川口教会・金田佐久子牧師主任担任教
師、永本慶子牧師担任教師就任式が行われました。
▽吉川教会・西海静雄牧師が 6 月 29 日に逝去されま
した。6 月 30 日(水)前夜式、7 月 1 日(木)告別式が
執り行われました。
▽元大宮教会で牧会されていた池宮仰牧師が 7 月 16
日に逝去されました。前夜式 7 月 19 日(月)、葬送
式 7 月 20 日(火)、富士見町教会で行われました。

報

告

【各集会出席者数】
・6／26 教会音楽講習会 62 名・17 教会
・7／5〜7 教師一泊研修会 29 名
・7／11 役員研修会
65 名・27 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

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

9 月 18 日(土) ＣＳ教師研修会
時間 午前 10：00〜午後 3：30
会場 埼玉和光教会
主題「子どもを取り巻く人間関係と教会学校の
使命」
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）
会費 1,000 円（含む昼食代）
主催 教育委員会
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048‑252‑7036

8 月 22 日(日) 加須教会・浦部牧子牧師就任式
時間 午後 3：00 から
会場 加須教会
司式 三浦修牧師(関東教区総会議長)
【問い合わせ】浦部牧子(加須) ☎0480‑65‑3447
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。
9 月､10 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。
(ホームページの場合は締切はありません、情報を頂い
たらすぐホームページに掲載します。)
◎ＦＡＸ：048‑979‑1057
◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp
http://www5b.biglobe.ne.jp/ saitama/

9 月 23 日(木・祭) 第 10 回障がいを負う人々と共に
生きる教会を目指す懇談会(アーモンドの会)
― 10 年の歩みとこれから ―
時間 午前 10：00〜午後 4：00
会場 和戸教会
主題 「障がいを負う人々と共に生きる教会」
講演 「障がいを負うこと」
−聖書・教会・障がい者−
講師 金子啓一先生（立教大学文学部・日本聖
書神学校教員）
会費 1,000 円（含む昼食代）
主催 障がいを負う人々と共に生きる教会を
目指す懇談会実行委員会
▽『障害者』とは誰のことか？『障害』とは何
のことか？自明の理ではないはずの、この基
本的な事柄を、こころの現象に焦点をあて
て、皆様と共に考えてみたいと思います。
聖書は、どのように伝えてくれているのでし
ょうか。教会は、どのように受け止めている
のでしょうか。
※申込書は８月上旬、各教会に郵送いたします。
【問い合わせ】三羽善次(和戸教会) ☎0480‑32‑2112
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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
= サマリタン報告(パート 1)
7 月 19 日
新潟豪雨にサマリタンが復活、下記のように救援
活動をしてきましたので、報告します。
7／13 新潟豪雨災害発生
7／14 新潟地区に救援センター立ち上げ、情報
収集
7／15 サマリタン再立ち上げ、桜井義也単独で
したが見附教会を問安、教会員宅の泥洗
い作業をお手伝い
7／19 教区宣教綜合協議会でサマリタン報告と
発題
7／20 三条教会に設置された新潟地区救援セン
ターを訪問して、同センターの支持のも
と救援活動を行う予定。参加者は桜井義
也、山岡創、疋田義也 ３名
今後、サマリタンに参加希望者は山岡創牧師（坂
戸いずみ教会）に連絡して下さい。
報告：桜井義也(所沢みくに)

= サマリタン報告(パート 2)
7 月 22 日
20 日〜21 日、三条市の水害救援に参加してきまし
た。参加者は（サマリタン）最上光宏牧師（浦和
東）
、白鳥やすお君（浦和東）
、竹内紹一郎牧師（深
谷西島）以上 3 名、
（20 日）
。
山岡創牧師（坂戸いずみ）
、疋田義也君（大宮）
、
桜井義也（所沢みくに）以上 3 名、
（20〜21 日）
。
詳細な報告は三条教会に設置された救援センター
からの上島牧師からの報告をご覧下さい。
現地に人手不足は深刻です。時間の取れる方は、
1 日でも半日でも参加して下さい。
埼玉地区で参加希望の方は、まずは三条教会の救
援センターに連絡の上、同センターを訪ねてくだ
さい。橋が分からない方は、同救援センターに電
話して、地図をＦＡＸしてもらうといいでしよう。
行かれる前でもあとでも、サマリタンにもご連絡
ください。
【サマリタン連絡先】
坂戸いずみ教会 山岡創牧師 049‑283‑0330
牧師宅
049‑282‑2926
所沢みくに教会 桜井義也牧師 04‑2929‑0632
牧師宅
048‑524‑4914
報告：桜井義也(所沢みくに)
【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)
≪分担金などは下記口座へお振込ください≫
【郵便振込先口座番号】
名
称 日本基督教団 埼玉地区
口座番号 ００１３０−２−４１３１２７

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。
【Ｎｏ5．壮年部講演会】
2003 年 9 月に行われた壮年部の講演会「老いを生き
る」
、神奈川県立保健福祉大学長の阿部志郎先生の講
演、ほぼ全文が掲載されています。

≪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)
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