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     12月の予定 

 7日(火) 教会全体修養会委員会 

       安行教会 6：30ｐｍ 

27日(土) 中学生・ＫＫＳクリスマス会 

       小川教会 1：00ｐｍ 

今月の集会案内 

12月27日(月) 中学生・ＫＫＳクリスマス会 

   時間 午後1:00～4:30 

   会場 小川教会 

   説教 長尾邦弘牧師(小川) 

内容 礼拝、祝会、ボウリング 

   主催 教育委員会 

【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036 

来月の集会案内 

1月10日(月) 新年合同礼拝 

  １区【会 場】大宮教会 

    【説教者】小池与之祐牧師(七里) 
    【聖餐式】李 秀雲牧師(埼玉中国語礼拝) 
  ２区【会 場】埼玉和光教会 

    【説教者】未定 

    【聖餐式】藍田 修牧師(鳩山) 
  ３区【会 場】愛泉教会 

    【説教者】石川栄一牧師(北本) 
    【聖餐式】森田弘道牧師(愛泉) 
  ▽開始時間は各会場とも、午前10：30です。 

 

1月30日(日) 埼大通り教会献堂式 

   時間 午後3：00から 

   会場 埼大通り教会 

   司式者 

   【問い合わせ】平沢功(埼大通り) ☎048-852-2735

 

【各個教会関係】 

 埼玉新生教会「クリスマスコンサート」のご案内 

 “ＬＯＶＥ ＆ ＰＯＷＥＲ” 

日時 12月4日(土) 午後2：00から 

会場 埼玉新生教会 

ゲスト アーサーホーランド牧師 

▽入場無料 

   教会学校の子どもたちによる元気な賛美とアー

サー先生のおもしろくて心に響くメッセージ。

   どなたでもおいでください。 

  【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379

 

 東所沢教会「チャーチ・コンサート」のご案内  

日時 12月11日(土) 午後2：30～4：00 

会場 東所沢教会 

内容 麻生瑛子の一人芝居 

    「マリー・マグダレーン、クリスマス」 

▽入場無料、カンパのよびかけあり。 

  【問い合わせ】深見祥弘(東所沢) ☎04-2945-5169

 

☺ 桶川伝道所「チェロ、弦楽チャリティコンサ－ト」 

  “ジーザス ラヴス ミ－” 

日時 12月18日(土) 午後6：00 

会場 桶川伝道所 

出演 黄原亮司 

（東京交響楽団副主席チェリスト） 

     アンサンブルサンクチュェ-ル 

（地元の弦楽団） 

     ジュニア弦楽奏（黄原 暁他） 

曲目 サパテァアード、中国の太鼓、チェロソナ

タ、冬のソナタ他、弦楽奏、チェロ独奏 

声楽など 

チケット 大人1100円、小学生600円(茶菓付） 

  【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921

 ♥ 秩父教会「クリスマス・イン・チャーチ2004  

希望の光コンサート」のご案内  

日時 12月25日(土) 午後2：00～3：30 

開場 秩父教会 

ゲスト ヨハネス・ブラームス管弦楽団 

     県立秩父高校音楽部 

参加費 無料 

  【問い合わせ】秩父教会 ☎0494-22-2431 

 

 埼玉中国語礼拝伝道所「新年特別伝道礼拝及び 

伝道所開設３周年記念礼拝」のご案内  

日時 2005年1月16日(日) 午後3：00から 

会場 上尾合同教会 

講師 秋山徹牧師(上尾合同教会主任牧師) 

           (日本基督教団出版局局長) 

証し 李秀雲牧師(埼玉中国語礼拝伝道所牧師) 

賛美 西村あきこ姉(ゴスペル、福音歌手) 

▽皆様のご出席を心からお待ちしています。 

  【問い合わせ】李秀雲(埼玉中国語礼拝)  

☎048-591-6215 

【一般関係】 

 県南四市クリスマスの夕べのご案内  

日時 12月3日(金) 午後7：00 (開場 6：30) 

会場 リリア4階音楽ホール 

出演 稲垣俊也(バス・バリトン) 

    遠藤久美子(ソプラノ) 

     寺川信夫(ピアノ) 

▽教団教派を超えて、県南の四市（川口、鳩ヶ谷、 

戸田、蕨）の 教会が協力し、牧師たちが企画し 

ている集会です。入場無料 

【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ℡048-252-7036 

 

【地区関係】 

 地区ハンドブック一部訂正 

  川口教会のＦＡＸ番号の訂正です。 

  （現）048-251-6039 （正）048-251-6019 

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 
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報告：教団総会 
【議長選挙】 

総投票数 342   有効投票 340   無効票 2 

1. 山北宣久  193 (再選) 

2. 後宮敬爾  131 

 

【副議長】 

総投票数 339   有効投票 338   無効票 1 

1. 小林 眞  188 (再選) 

2. 後宮敬爾  129 

 

【書記選挙】 

山北議長が、慣例により議長・副議長一任により選任

したいと議場に図って承認を得た後、鈴木伸治現書記

を選任した。この結果教団三役は揃って再選された。

 

【常議員選挙】 

投票総数 1026  有効投票数 1011  無効投票数 15 

   (教職) 

1. 後宮敬爾   (北海)   91  

2. 北村慈郎   (神奈川)  66  

3. 長崎哲夫   (東京)   65  

4. 佐々木美知夫 (四国)   64  

5. 小橋孝一   (東京)   62  

5. 布田秀治   (九州)   62  

7. 石橋秀雄   (関東)   61  

7. 西田直樹   (神奈川)  61  

9. 高橋 潤   (中部)   60  

10. 原田 謙   (西東京)  59  

11. 長山信夫   (東京)   58  

12. 石黒悦雄   (大阪)   56  

13. 渡辺正男   (奥羽)   51  

14. 白戸 清   (奥羽)   43 

    (信徒) 

投票総数 1026  有効投票数 1014  無効投票数 12 

1. 斉藤仁一   (東北)   74  

2. 小林貞夫   (東海)   71  

2. 西澤 宏   (西中国)  71  

4. 遠藤道雄   (東北)   70  

5. 金刺一雄   (関東)   68  

6. 望月克仁   (神奈川)  67  

7. 朝岡瑞子   (東京)   65  

7. 高橋 豊   (西東京)  65  

9. 樋田利明   (東京)   62  

10. 土井しのぶ (中国)   61  

11. 川原 潤  (中部)   60  

11. 渡部清数  (大阪)   60  

13. 和田献一  (関東)   59 

 

10月26日～28日まで、ホテルメトロポリタン(東京)

で第34回日本基督教団総会が行われ、約400人が出席

した。開会礼拝後、8教区から出されていた「第33回

総会において消滅した『性差別問題特別委員会』を第

34回教団総会において再設置する件」を、同一議案と

して取り扱おうとする旨が述べられると、それに対す

る反発が起こり、議場が一時混乱した。しかし、山北

宣久議長が、混乱を招いたことを謝罪し、各教区から

提案された同趣旨の議案を、全部一律の議案として取

り扱い審議することを述べ、混乱は収まった。 

財政的に厳しいとされる教団年金の危機打開に関す

る件は、否決。 

また、前述の性差別特別問題委員会再設置の件も否

決された。 

沖縄教区との合同のとらえなおしと関係回復に関す

る件は、常議員会に付託された。 

また「同性愛者差別問題」を宣教の課題として取り

組む件や、セクシャル・マイノリティ差別問題を宣教

の課題とし、自らが内包する「差別」「排除」の体質を

克服するために取り組む件も、常議員会に付託された。

  また緊急議案として、「イラクにおける日本人人質

のために日本基督教団が日本政府に働きかける件」が

提出され、可決された。 
      (11／27キリスト新聞より一部転載) 
 

報 告 

【各集会参加者数】 

・ＣＳせいと大会  (11／3)  127名・14教会 

・伝道と賛美の集い (11／13)  86名・17教会 

 

教会・教師の動き 

○ 11月14日、吉川教会・西海満希子牧師主任担任 

  教師就任式が行われました。 

 

○ 11月23日、聖学院大学・緑聖教会の「新チャペル 

  献堂式」が行われました。 

 
○ 埼大通り教会は、10／17より新会堂を使用開始 
  献堂式は2005年1月30日に行う。 
 
○ 岩槻教会は10月より新会堂を使用開始。 
  献堂式の予定は2005年5月。 
  
○ 小川教会はの新会堂は2月中旬完成予定。 
 
○ 坂戸いずみ教会の新会堂は、12月月着工、3月末 
  完成予定。献金受付中（目標５００万円）。 
 
○ 11月27日 秋季按手礼准允式 
   准允  本間一秀（川口教会） 
   按手  岡村紀子（益子教会） 
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