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7 月の予定

1 日(金) 婦人部全体研修会
大宮教会 10：30ａｍ
4 日(月)〜5 日(火) 教師一泊研修会
別所沼会館
10 日(日) 秩父教会・都築英夫伝道師就任式
秩父教会 3：00ｐｍ
役員・伝道委員研修会
埼玉新生教会 3：15ｐｍ
12 日(火) 教育委員会
川越教会 6：30ｐｍ
17 日(日) 壮年部主催「講演会」
大宮教会 2：30ｐｍ
19 日(火) 地区委員会
浦和東教会 5：00ｐｍ
24 日(日) 壮年部委員会
浦和東教会 2：30ｐｍ

今月の集会案内等
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
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
(右上へ)
最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。

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)
「開拓伝道の恵み」
森淑子牧師(狭山)
「学校伝道の課題と希望」
山川秀人兄(緑聖・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 10 日(日) 秩父教会・都築英夫伝道師就任式
時間 午後 3：00 から
会場 秩父教会
司式者 村田元牧師(関東教区副議長)
【問い合わせ】都築英夫(秩父) ☎0494‑22‑2431
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)
テーマ「認知症の正しい理解 −心のケアと信仰−」
主な著書「知って欲しい痴呆への対応」
(マイライフ社 1000 円)
【問い合わせ】工藤武(熊谷) ☎048‑523‑5592
http://www5b.biglobe.ne.jp/ saitama/

来月の集会案内等
8 月 2 日(火)〜4 日(木) 教会全体修養会
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
8 月 15 日(月)〜17 日(水)
中学生・ＫＫＳ・青年夏期キャンプ
会場 関東教区施設 向山荘（妙高高原池の平）
講師 森淑子牧師（狭山）
長尾愛子姉（小川・賛美担当）
主題 「教会―わたしにとって教会とは？」
費用 15,000 円(大宮・川越からの交通費も含む)
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048‑252‑7036
【申込先】西川口教会 ☎048‑258‑6630（FAX 専用）
8 月 15 日(月) 平和を求める 8・15 集会
時間 午前 10：00〜12：00
会場 大宮教会
講師 森田進氏(詩人、恵泉女学園大学教授)
(ベウラ教会員)
講演「尹東柱(ユン・ドンヂュ)
−その愛と死を通して平和を考える−」
会費 300 円
主催 社会委員会
【問い合わせ】深見祥弘(東所沢) ☎04‑2945‑5169
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お知らせ・お願い
【各個教会関係】
{ 武蔵豊岡教会宛、郵便物についてのお願い
当教会への郵便物等の宛先は、下の様に表記して
いただきたくお願い申し上げます。
〒358‑0008 埼玉県入間市河原町 8−6
日本基督教団 武蔵豊岡教会
電話：04（2962）6191
※代務者 疋田國磨呂先生のお名前を併記して
いただいても構いません。
★菊池暁一先生のお名前を併記されますと、誤っ
て菊池先生個人の転居先へ転送されてしまう
こともありますので、くれぐれも菊池先生のお
名前は併記されませぬようお願い申し上げま
す。
★後任牧師が決まるまで、牧師館の住所「河原町
10−34」と電話「04（2965）4348」は使用致し
ません。
¡ 深谷西島教会のホームページが開設されました
ＵＲＬは以下です。
http://www16.ocn.ne.jp/ nishijim/

* 第 8 回埼宗連講演会のご案内
日時 7 月 9 日(土) 開場：午後 1：00
開演：午後 1：30
会場 川越カトリック教会
(川越市六軒町 1‑17‑15)
記念講演会 「愛知万博への宗教協力」
講師 薗田稔師(秩父神社宮司)
主催 埼玉県宗教連盟
【問い合わせ】三羽善次(和戸) ☎0480‑32‑2112
【教区関係】
「女性と男性が共に宣教を担うための地区連絡会議」
講演会のご案内
日時 8 月 8 日(月) 午前 10：30〜午後 3：30
会場 大宮教会
講師 芹沢俊介氏(評論家)
講演 「居場所」
・
「家族」
・
「教会」
参加費 1.500 円
（遠距離参加者のための交通費補助を含む）
【問い合わせ】桜井義也(所沢みくに)
☎042‑929‑0682 又は ☎048‑524‑4914

報

告

【各集会参加者数】
・5／28 第 4 回ＩＴ祭り 36 名・15 教会
・5／29 環境問題講演会 50 名・21 教会
・6／11 教会音楽講習会 54 名・18 教会

・常置委員
(教職)
(50 音順)
石橋秀雄(埼玉・越谷) 上島一向(新潟・新潟)
塚本潤一(群馬・高崎) 原田史郎(新潟・東中通)
平山正造(栃木・四條町)
(信徒)
茨木公子(埼玉・川越) 内山 一(茨城・鹿島)
金刺一雄(埼玉・上尾合同) 滝川英子(埼玉・七里)
和田献一(栃木・氏家)
▽各部・各委員会の埼玉地区からの委員が以下のよう
に選任されました。
・宣教部(教育) 森 淑子(狭山)
・教師部
柳下 仁(北川辺)
・財務部
佐久間文雄(志木)
・教区通信
滝川英子(七里)
・部落解放推進 飯野敏明(本庄)
・教区史編纂
柳下 仁(北川辺)
【主な決議事項】
①「新潟県中越地震」被災教会・被災地支援推進に関
する件
・教団の「被災地教会会堂等再建支援募金」及び教
区の「新潟県中越地震被災教会・被災地支援募金」
の二つの募金に取り組む。
・10／23 に近い日を「被災教会・被災地を覚える
日」として祈り献金を捧げる。
②「ナルドの壷献金」推進の件
・1,100 万円を目標とする
③「教育費互助基金」献金等の推進に努める。

【一般関係】
♥ 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
関東教区総会報告
(開場：午後 1：30)
第 55 回関東教区総会は、5 月 31 日から 6 月 1 日にか
会場 青山学院ガウチャー記念礼拝堂
◎ 尚、今回の教区総会は埼玉地区が担当しました。
けて大宮ソニックシティーにて行われました。
内容 青戸知バリトンリサイタル
今期と前期の地区委員が「設営委員」となり、礼
【新人事】
チケット代 3,500 円
拝説教を石川栄一牧師(北本)にお願いするなど、多
・総会議長 三浦 修 (埼玉・埼玉和光)
主催 日本キリスト教団全国婦人会連合
くの方々の協力を得て無事終えることが出来まし
・副議長
村田
元
(群馬・原市)
にじのいえ 運営委員会
た。(感謝！)
報告：最上光宏
・書記
飯塚拓也 (茨城・竜ヶ崎)
▽全席自由です。駐車場はありません。
・宣教部委員長 疋田國磨呂 (埼玉・大宮) 右上へ
【問い合わせ】滝瀬美代子(鴻巣) ☎048‑541‑0643
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