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     6月の予定 

 6日(月) 伝道委員会 

       緑聖教会 6：30ｐｍ 

 7日(火) 教師委員会 

       大宮教会 10：00ａｍ 

11日(土) 教会音楽講習会 

       小川教会 1：30ｐｍ 

12日(日) ホームページ委員会 

       埼玉新生教会 5：00ｐｍ 

19日(日) 社会活動委員会・社会委員会 

       上尾合同教会 3：00ｐｍ 

     アーモンドの会 

       埼玉和光教会 4：00ｐｍ 

21日(火) 修養会委員会 

       安行教会 6：30ｐｍ 

26日(日) 桶川開拓伝道協力教会全体会・委員会 

       桶川伝道所 4：30ｐｍ・6：00ｐｍ 

      青年の集い 

       坂戸いずみ教会 4：00ｐｍ 

教会・教師の動き 

○ 3月末日 上尾合同教会の松谷好明教師(担任)が 

  辞任、館林教会に転任されました。  

○ 坂戸いずみ教会の新会堂が新築移転されました。 
 （ 新住所は「お知らせ」欄参照） 

○ 5月15日、岩槻教会の献堂式が行われました。 

 

≪7月､8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 

 

6月11日(土) 教会音楽講習会 

  “こどもさんびか改訂版講習会（パートⅡ）” 

   時間 午後1：30～4：00 

   会場 小川教会 

   講師 塚本潤一牧師(高崎教会) 

      小宮郁子氏(教団出版局) 

   会費 500円 

  【問い合わせ】長尾愛子(小川) ☎0493-72-4904 

 

6月26日(日) 桶川開拓伝道協力教会全体会 

   時間 午後4：30から 

   会場 桶川伝道所 

   議題 明日の桶川伝道(自立を目指して) 

   ▽支援教会の代表の方々、個人支援者の方々、

どなたでもおいでください。ともに桶川伝道

の報告を聞いて頂き、未来についてご意見を

頂ければ感謝です。 

   【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921

 

6月26日(日) 青年の集い 

   時間 午後4：00～7：30 

   会場 坂戸いずみ教会 

   ▽毎回20～30名の青年が集まっています。 
初めての方も気楽な気持でぜひご参加下さい

【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-03307

来月の集会案内等 

7月1日(金) 婦人部全体研修会 

   時間 午前10：30～午後2：30 

   会場 大宮教会 

   開会礼拝説教 李秀雲牧師(埼玉中国語礼拝) 

   講師 関川泰寛先生(東京神学大学教授) 

   【問い合わせ】松浦就子 ☎048-757-6733 

(右上へ)

 7月4日(月)～5日(火) 教師一泊研修会 

   会場 別所沼会館 

   テーマ 「牧師の隠退と老後」 

   講師 松井愛美先生(元関東教区議長) 

  【問い合わせ】柳下仁(北川辺) ☎03-5813-3680 

 
7月10日(日) 役員・伝道委員研修会 
   時間 午後3：15～5：15 
   会場 埼玉新生教会 
   テーマ 「埼玉伝道の現状と幻」 
   発題 「創立70年を迎えて」     
        山田称子牧師(浦和別所教会牧師) 
      「開拓伝道の恵み」 
        森淑子牧師(狭山伝道所牧師) 
      「学校伝道の課題と希望」 
        山川秀人兄(緑聖教会伝道委員長)  
   ◆毎年7月に役員研修会を開いておりました 

が、今年はさらに各教会で伝道の責任を負っ 
ておられる伝道委員の方も含めて研修会を 
開きます。 

    教職・役員・伝道委員の方、また伝道に関心 
のある方はどなたでも奮ってご参加下さい。 

   ◆発題の後、分団に分かれて、各教会の現状と 
埼玉伝道の幻について共に語り、祈り、励ま 
し合えればと願っています。 

   【問い合わせ】濱田辰雄(緑聖)  ☎048-664-1234 
 

7月17日(日) 壮年部主催「講演会」 

   時間 午後2：30から 

   会場 大宮教会 

   講師 長谷川和夫先生(銀座教会員) 

        (元・聖マリアンヌ医科大学理事長) 

   仮題 「認知症について」 

参考文献 「私は誰になっていくの？」 

「私は私になっていく」 (かもがわ出版) 

  【問い合わせ】工藤武(熊谷) ☎048-523-5592 

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.102  (裏面) 

お知らせ・お願い 
【地区関係】 

 教会全体修養会のご案内 

  日時 8月2日(火)～4日(木)  

  会場 軽井沢・南ヶ丘倶楽部 

  主題 「成長の旅路 －呼びかけに応えつつ-」 

  講師 阿久戸光晴先生(聖学院大学学長) 

  費用 大人(中学生以上) 21,000円 

     子ども(3歳以上)  10,500円 

     3歳未満 無料 

  申込 教会毎にまとめて申込ください。 

     申込書は各教会へ配布してあります。 

  締切 7月5日(火) 

【問い合わせ】山田称子(浦和別所) ☎048-861-4210 

 

 アジア学院生ホームステイ (地区婦人部活動)  

6月11日(土)～13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。 

  ・平山寛子姉(岩槻) ・栗原初音姉(浦和別所)  

  ・斉藤勝子姉(安行) ・船戸節子姉(所沢みくに) 

・山中さなえ姉(シャロンのばら) 

 

 第17回「埼玉同宗連」研修会のご案内 
  日時 6月6日(月) 午後2：00～3：30 
  会場 大宮ソニックシティ 906会議室 
  講演 「虐待防止と子どもの人権」 
       －地域ぐるみで子どもをまもろう－ 
  講師 門平公夫 

(埼玉県中央児童相談所 児童福祉司) 
  【問い合わせ】三羽善次(和戸) ☎0480-32-2112 

 【各個教会関係】 

 上尾栄光教会「特別伝道礼拝」のご案内 

  日時 6月5日(日) 午後10：30～ 

  会場 日野原記念上尾栄光教会 

  ▽午後は「美しいドイツ」というスライドを見な

   がらの集会を予定しています。 

  【問い合わせ】上尾栄光教会 ☎048-722-3471 

 

 大宮教会「パイプオルガン演奏会」のご案内  

日時 6月12日(日) 午後3：00から 

会場 大宮教会 

演奏者 廣野嗣雄氏(東京芸術大学教授) 

        (国際オルガンコンクール審査委員)

曲目「トッカータ第6番」、「イエス、わたしのよ

りどころ」ほか 

入場料 1,000円 (当日受付にて) 

【問い合わせ】大宮教会 ☎048-641-6148 

       夜間：成田 ☎048-667-3576 

  

 熊谷教会「春の伝道集会<礼拝と講演>」のご案内 

日時 6月19日(日) 礼拝 午前9：30～ 

             講演 午後0：30～2：00 

会場 熊谷教会 

テーマ 「幻と今日の歩み」 

説教者・講師 伊藤瑞男牧師(静岡) 

▽参加無料 

【問い合わせ】中谷清(熊谷) ☎048-521-6018 

 

 坂戸いずみ教会の新住所  
坂戸いずみ教会の会堂が新築されました。 
新しい住所は下記です。 
坂戸市泉町2-16-12 〒350-0231 
電話番号は今までどおりです。 
なお、献堂式は9月25日(日)午後の予定です。 

  桶川伝道所からのお知らせ 

  不用になりましたファンヒーター(石油ストー 

ブ)を格安で申し受けます。 

  【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 
 
【教区関係】 

 関東教区婦人会連合総会と修養会のご案内  
日時 6月7日(火)～8日(水)  

      (7日午後1時受付 8日午後0時解散) 
会場 浦和ロイヤルパインズホテル 
主題 「教会の肢として、明日の宣教を担う 

       ～ ヘブライ人の手紙を学びつつ ～」 
講師 加藤常昭先生(神学者) 

【問い合わせ】松浦就子(岩槻) ℡048-757-6733 
 
♥“にじのいえ”のためのチャリティーコンサート  

日時 7月16日(土) 午後2：00から 
 (開場：午後1：30) 

会場 青山学院ガウチャー記念礼拝堂 
内容 青戸知バリトンリサイタル 
チケット代 3,500円 
主催 日本キリスト教団全国婦人会連合 

“にじのいえ”運営委員会 
▽全席自由です。駐車場はありません。 

【問い合わせ】滝瀬美代子(鴻巣) ℡048-541-0643 
 
先月号の裏面に掲載しました「2005年度埼玉地区各 
部・各委員会名簿」の教師委員会について次の通り訂

正します。 
委員長 柳下 仁 (北川辺) 
書 記 鎌木順子 (朝霞) 
会 計 篠原愛義 (鴻巣) 
委 員 山添順二 (岩槻) 
 〃  池田玲二 (志木) 
 〃  疋田勝子 (大宮) 
 〃  山田称子 (浦和別所) 
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