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4 月の予定

4 日(月) 伝道委員会
東大宮教会 6：30ｐｍ
5 日(火) 教師委員会
大宮教会 10：00ａｍ
10 日(日) ホームページ委員会
埼玉新生教会 4：00ｐｍ
12 日(火) 地区四役会
大宮教会 1：30ｐｍ
17 日(日) 社会委員会
東所沢教会 3：00ｐｍ
18 日(月) 婦人部総会
大宮教会 10：00ａｍ
19 日(火) 教育委員会
安行教会 6：30ｐｍ

今月の集会案内等
4 月 18 日(月) 婦人部総会
時間 午前 10：00〜12：00 （受付 9：30 から）
会場 大宮教会
①開会礼拝 午前 10：00〜10：30
説教 西海満希子牧師(吉川)
②総会
午前 10：40〜12：00
▽総会後、軽食を用意しております。
交わりの時間として、ご自由にご歓談下さい。
【問い合わせ】三川弘子(草加) ☎048‑935‑6258

教会・教師の動き
○ 3 月 12 日、小川教会の献堂式が行われました。
○ 坂戸いずみ教会の新会堂は、3 月末完成予定。
献金受付中（目標５００万円）
。
○ 武蔵豊岡教会・菊池暁一牧師は 3 月末日をもって
隠退されます。
最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。

来月の集会案内等
5 月 28 日(土) 第 4 回ＩＴ祭り
時間 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」
内容 ①発表：私のインターネット利用法。
こんなにも便利なサイト、使い方！
②レポート：埼玉地区内教会のホーム
ページの現状
▽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
▽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
▽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 14 日までに申込下さい。
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048‑852‑1379

お知らせ・お願い
【各個関係】
 桶川伝道所 ヴァイオリン大好き コンサート
日時 4 月 9 日(土) 午後 2：00〜3：30
会場 桶川伝道所
内容 ヴァイオリン独奏、デュエット演奏他
独唱 マダムバタフライ他
出演 河村昭夫ＪＣＬ宣教師
(元東京交響楽団 第一ヴァイオリン)
下 公子氏(独唱、ヴァイオリン)
深谷ひさ子氏(ピアノ)
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048‑787‑5921
{ 東所沢教会チャーチコンサートのご案内
日時 4 月 17 日(日) 午後 2：00 から
会場 東所沢教会
内容 古楽器コンサート(リュート、ルネッサン
スギター、レベックフィデル、ハーディガ
ーディ、リコーダー、中世パイプ、
クルムホルン）
演奏者 立川叔男氏、麻野文恵氏
曲目 輝ける星、エスタンピ、二声のカプリチオ、
イングランド、スコットランド、アイルラ
ンドの古い歌他
▽入場無料
【問い合わせ】深見祥弘(東所沢) ☎04‑2945‑5169

b 西川口教会「ディボーションスクール」のご案内
5 月 15 日(日) 岩槻教会献堂式
期間 4 月 7 日〜7 月 28 日（全 11 回）
時間 午後 2：30 から
（第 3 木曜日・祝日を除く、毎木曜日）
会場 岩槻教会
時間 午後 1：30〜3：30
司式 山添順二牧師
受講料 5,000 円
【問い合わせ】山添順二(岩槻) ☎048‑756‑0468
▽日々の祈りを充実させたい方、ディボーション
について知りたい方、どうそご参加ください。
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048‑252‑7036
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：地区総会
2005 年 3 月 21 日(月)、大宮教会を会場として、2005
年度の埼玉地区総会が開催されました。開会礼拝は、
岩槻教会の山添順二牧師が担当されました。議長は最
上光宏牧師(浦和東・地区委員長)が務めました。
出席者は開会時点で正議員 132 名のうち 97 名。
①地区委員長選挙
まず予備選挙を行い、石川栄一(北本)、白石多美出
(春日部)、中村眞(埼玉新生)、疋田國磨呂(大宮)、最
上光宏(浦和東)、山岡創(坂戸いずみ)、山ノ下恭二(東
大宮) (50 音順)の各牧師が選ばれました。本選挙の結
果、最上光宏牧師が過半数を獲得し地区委員長に再選
されました。
②地区委員選挙 (半数改選)
教職 山岡創(坂戸いずみ・再選)、金田佐久子(西
川口・新)、深見祥弘(東所沢・新)
信徒 アンダーソン礼子(埼大通り・再選)、豊川昭夫
(越谷・新)
留任は教職・濱田辰雄(緑聖)、三羽善次(和戸)、山
田称子(浦和別所)、信徒・阿久澤紀雄(安行)、後藤淳
(埼玉和光)
なお、中村眞牧師(埼玉新生)と山ノ下恭二牧師(東
大宮)は 2 期 4 年を務め満了となりました。

昨年までは、
「標語」(「共に歩む教会−喜びを分かち
合う宣教の業」)であったものを、
「主題」と改めた。
理由は、これが単なるスローガンに終わらず、少しで
も具体的な目標となり、私たちみんなの主体をかけた
課題となるように、という願いによるものです。
④2005 年度地区一般会計予算
総額5,771,678 円。
各教会の分担金は2004 年度と同額。
⑤2005 年度地区宣教活動に関する件
・2005 年度は「教会全体修養会」が開催され、地区新
年合同礼拝も 3 区合同で実施。
・青年伝道の推進。
・桶川伝道所への支援。(3 期目の支援の最終年)。
・埼玉中国語礼拝伝道所の支援。(5 年目を迎え最終年)
・災害時の対応シュミレーション作成と、検討・学習
の実施。

お知らせ・お願い
 地区からのお願い
関東教区総会が、5 月 31 日(火)〜6 月 1 日(水)に
行われます。今回の設営担当は「埼玉地区」です。
地区委員会が中心となって、設営の準備をいたし
ます。
地区内の教職・信徒のご協力をお願いすることに
なりますので、依頼がまいりました折りにはどう
ぞよろしくお願いいたします。

(月報の蔭から)
ついに埼玉地区月報が 100 号を迎えました。第 1 号
は 1997 年 1 月号(1996 年 12 月 24 日発行)ですから、
もう 8 年前になります。地区と教会の情報をお知らせ
することによって地区と教会、教会と教会、そして教
会員と教会員が少しでも近づける情報誌となればと
願い、そして何より少しでも地区と各教会の伝道のお
手伝いが出来ることを目指して当初は地区の伝道委
員会が発行しました。その後、地区全体の情報は伝道
委員会より地区委員会に集まってきますので、地区委
員会が発行することになりました。そして、2001 年
には地区のホームページの開設に伴い、発行元は地区
委員会、制作はホームページ委員会で行うようになり
ました。現在は、地区委員長・地区書記・ホームペー
ジ委員会の各委員がチェックをしています。また同じ
情報をホームページに出すと共に、一昨年からはメー
ルでも発信するようになりました。
私が、言いだしっぺですので、現在も制作に携わら
せていただいております。情報の締め切りが毎月 20
日ですので、情報を集めるため 18 日頃から 24 日頃ま
でかかって作成していますが、この 8 年間、怪我や病
気また入院したこともありますし、ワープロの故障が
3 回、パソコン制作に変わっても 2 回故障しましたが、
この18 日から24 日にかけては元気でした。
このため、
1 回の休みもなく発行できたのは、正に神様のおかけ
だと感謝しています。
但し、印刷と 59 教会・伝道所への封筒入れ(各教会
の部数は違います)と発送は、ずーっと私の連れ合いが
行ってきました。当初は「もう教会の奉仕は家に持っ
て帰ってこないで！」と言っていた連れ合いも、今で
は逆に「お父さん、まだ月報できないの、早く作っ
て！」と言うようになりました。100 号を発行したら、
連れ合いにプレゼントをしなくてはと考えています。
いずれ他の方にバトンタッチする時が来ると思いま
すが、それまでは今まで通り二人で頑張って発行して
いきたいと願っています。
(Ａ．Ｔ)

≪月報がメールで受け取れます≫
③2005 年度の地区の主題
ご希望の方は、お名前と教会名そして「月報希望」と
主題 「喜びと重荷を分かち合おう！」
書いて下記のメールまで送信してください。
聖句 「一つの部分が苦しめば、すべての部分が共
【申し込み＆問い合わせ先】iwasa@bb.mbn.or.jp
に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべ
岩佐浩一(ホームページ委員会、上尾合同)
ての部分が共に喜ぶのです」
(コリントの信徒への手紙Ⅰ 12：26)
（右上へ続く）
ご意見ご要望もお寄せください｡ FAX:048‑979‑1057 E メール: toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp ◆掲示板用はＢ４に拡大すると見やすくなります。 発行：埼玉地区委員会

