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2 月の予定

6 日(日) 桶川開拓伝道協力委員会
桶川伝道所 6：00ｐｍ
11 日(金) 信教の自由と平和を求める 2・11 集会
大宮教会 10：00ａｍ
13 日(日) 礼拝と音楽を学ぶ会総会
東大宮教会 3：00ｐｍ
18 日(金) 地区総合協議会
大宮教会 7：00ｐｍ
20 日(日) 壮年部総会
大宮教会 2：30
25 日(金) 地区委員会
大宮教会 3：00ｐｍ
27 日(日) 青年部の集い
初雁教会 4：00ｐｍ

教会・教師の動き
○ 1 月 23 日、川口教会・本間一秀伝道師の就任式が
行われました。
○ 武蔵豊岡教会の代務者を疋田國磨呂牧師(大宮)
が務めることになりました。菊地暁一牧師はリハ
ビリを続けています。お祈り下さい。
○ 1 月 30 日(日)、午後 3 時から埼大通り教会の献堂
式が行われます。
○ 3 月 12 日(土)、午後 1 時から小川教会の献堂式が
行われます。(来月の集会案内等参照)
3 月､4 月の情報をお寄せください。
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がありません)
◎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。

今月の集会案内等
2 月 11 日(金) 信教の自由と平和を求める 2・11 集会
時間 午前 10：00〜12：00
会場 大宮教会
講演 「学校教育の今！
− 希望はどこにあるのか」
講師 飯島信先生(東京都公立中学校教員)
参加費 300 円
主催 社会委員会
▽講師は『日の丸・君が代』の強制に反対する
キリスト者教師・生徒・市民ネットワーク
の世話人です。
【問い合わせ】深見祥弘(東所沢) ☎042‑945‑5169
2 月 13 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 礼拝に続き、2004 年度の活動のまとめを
し新年度の活動について話し合います。
▽礼拝と音楽について関心をお持ちの方は、
どなたでもお気軽においで下さい。
【問い合わせ】長尾愛子(小川) ☎0493‑72‑4904

2 月 27 日(日) 青年部の集い
時間 午後 4：00〜7：30
会場 初雁教会
内容 賛美、御言葉に聞く、分かち合い、
委員引き継ぎ、夕食
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049‑283‑0330

来月の集会案内等
3 月 4 日(金) 世界祈祷日
時間 午前 10：30〜12：00
会場 1 区：埼玉新生教会
2 区：所沢みくに教会
3 区：カトリック熊谷教会
▽詳細は各教会婦人会に案内が郵送されます。
【問い合わせ】三川弘子(草加) ☎048‑935‑6258
3 月 12 日(土) 小川教会献堂式
時間 午後 1：00 から
会場 小川教会
（住所：比企郡小川町小川 47‑1）
【問い合わせ】長尾邦弘(小川) ☎0493‑72‑4904
3 月 21 日(月) 地区総会
時間 午前 9：30〜午後 3：30 受付 9：00
会場 大宮教会
内容 地区委員長選挙、地区委員選挙、予算決算
各部各委員会報告、地区宣教活動計画等
▽教会の信徒議員を各教会・伝道所の役員会で
選任しておいて下さい。
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049‑283‑0330

2 月 20 日(日) 壮年部総会
時間 午後 2：30 から
会場 大宮教会
開会礼拝説教 森淑子牧師(狭山)
議案 活動報告、会計報告等
▽総会後に野田愛姉(大宮教会員)の楽しい
マリンバ演奏を予定しています。
≪月報がメールで受け取れます≫
曲目：チャルダッシュ,月の光,涙そうそう等。
ご希望の方は、お名前と教会名そして「月報希望」と
証を御願い致しております。
書いて下記のメールまで送信してください。
開演予定：午後 4：00 から
【申し込み＆問い合わせ先】iwasa@bb.mbn.or.jp
▽壮年の皆様ぜひ御参集下さい。
岩佐浩一(上尾合同)
【問い合わせ】工藤武(熊谷) ☎048‑523‑5592
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】
♥ 浦和別所教会「創立 70 周年記念教会バザー」
日時 2 月 26 日(土) 午前 10：00〜午後 3：00
会場 浦和別所教会
▽教会の 70 年を振りかえる写真展示コーナーも
予定しています。新たな歴史を歩み出し、宣教
(伝道と愛の業)の使命を担っていきたく願っ
ています。どうぞお祈り下さい。
【問い合わせ】山田称子(浦和別所) ☎048‑861‑4210
【地区関係】
{ 地区総合協議会のご案内
各委員会・各部等の代表者の方、下記の件で協議
しますので、よろしくご参加ください。
日時 2 月 18 日(金) 午後 7：00 から
会場 大宮教会
内容 各委員会・各部等の次年度の委員編成、計
画と日程、委員会日程、予算等を協議し、
調整。
※夕食はありませんので各自済ませて来て下さい。
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049‑283‑0330
 地区総会報告書提出のお願い
各委員会・各部等の代表者の方は、地区総会に向
けて年度報告をご提出ください。
書式 Ａ4、1 行字数 45 字／42 行、10.5 ポイント
提出期限 2 月 27 日(日)
▽地区書記・山岡創までご提出ください。なお、
地区総合協議会(2月18日)にご持参下さっても
結構です。
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049‑283‑0330

 教師委員会からのアナウンス
例年２月に教師会の総会／研修会を開催していま
すが、今年度は行いませんので、ご了解ください。
 第 4 回ＩＴ祭り開催にあたってのお願い
第 4 回ＩＴ祭りを下記の要領で開催します。
テーマは「私のインターネット利用法」ですが、
このテーマに添って、現在こんな利用の仕方をし
ているとか、こんな便利なサイトを利用している
といった情報をお持ちの方は、是非お知らせ下さ
い。当日は礼拝堂にＰＣを持ち込み、インターネ
ットを利用できますので、お話をされることも可
能ですし、また当日来られなくとも情報提供だけ
でも結構です。メールまたはＦＡＸでご連絡くだ
さい。宜しくお願いします。
・メール toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp
・ＦＡＸ 048‑979‑1057
記
日時 5 月 28 日(土) 午後 2：00〜4：00
会場 埼玉新生教会
テーマ 「私のインターネット利用法」
▽フリーマーケットも同時開催します。
時間 午後 1：00〜2：00 4：00〜4：30
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048‑852‑1379

報 告
【青年部報告】
12 月 26 日(日)夕方、大宮教会で今年度 2 回目の青
年部の集いが開催されました。8 教会、28 名（青年 25
名）が集い、ゴスペルで賛美し、御言葉を聞き、互い
に証しをし、夕食を共にしました。また、7 時半から
の大宮教会の夕拝にも、数名が出席しました。
次回開催予定は、2 月 27 日(日)、午後４時〜７時半
会場は初雁教会です。内容は、賛美、御言葉に聞く、
分かち合い、委員引き継ぎ、夕食です。青年の皆様、
是非ご参加ください。

【新年合同礼拝報告】
・出席者
1 区 211 名・25 教会 (会場：大宮教会)
2 区 118 名・19 教会 (会場：埼玉和光教会)
3 区 102 名・14 教会 (会場：愛泉教会)
合計 431 名
・席上献金
1 区 191,184 円
2 区 95,625 円
3 区 80,639 円
合計 367,448 円
・様子
1 区 礼拝後、大宮教会婦人会が用意した豚汁と
おにぎりで昼食を共にしました。
2 区 礼拝後、お茶の会、また４教会伝道所、
ＡＣＥＦによるミニ・バザーが行われました
3 区 愛泉教会が準備して下さった昼食で愛餐の
時をもちました。
埼玉災害救援ボランティアチーム・サマリタン報告
報告：山岡 創
1）11 月以降、中越地震被災地域で、桜井義也牧師（所
沢みくに）
、最上光宏牧師、安藤倫紹兄（浦和東）
、
植田兄（深谷西島）のグループ、深見祥弘牧師（東
所沢）
、飯野敏明牧師親子（本庄）
、長尾有起姉と
井芹真紀子姉（小川）のグループが活動しました。
2）12 月 28 日（火）
、桜井義也牧師（所沢みくに）
、
山岡創牧師（坂戸いずみ）が、中越地震で被災した
見附、十日町、小出の３教会を問安し、お見舞金を
お渡ししました。
3）11 月以降、サマリタン献金として 12 教会・個人
からと埼玉２区新年合同礼拝自由献金として合計
168,221 円が寄せられました。交通費補助やお見舞
金として用いさせていただきました。感謝します。
4）1 月 17 日（月）午後６時から、阪神淡路大震災
１０年全逝去者追悼礼拝が、新築成った神戸栄光教
会で行われ、桜井義也牧師、山岡創牧師が出席しま
した。全体で 373 名の出席でした。
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