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8 月の予定

2 日(火)〜4 日(木) 教会全体修養会
軽井沢・南ヶ丘倶楽部
15 日(月) 平和を求める 8・15 集会
大宮教会 10：00ａｍ
15 日(月)〜17 日(木) 中学生ＫＫＳ青年夏期キャンプ
向山荘
21 日(日) 社会委員会
埼大通り教会 3：00ｐｍ
アーモンドの会
所沢みくに教会 4：00ｐｍ

教会・教師の動き
○ 7 月 10 日 秩父教会・都築英夫伝道師の就任式が
行われました。
○ 7 月 10 日吉川教会の鵜沼義民教師・村上政彦伝道
師の就任式が行われました。

報

告

【各集会参加者数】
・7／1 婦人部全体研修会
136 名・32 教会
・7／4〜5 教師一泊研修会
36 名・27 教会
・7／10 役員・伝道委員研修会 50 名・17 教会
・7／17 壮年部主催講演会
98 名・22 教会
≪月報がメールで受け取れます≫
ご希望の方は、お名前と教会名そして「月報希望」と
書いて下記のメールまで送信してください。
【申し込み＆問い合わせ先】iwasa@bb.mbn.or.jp
岩佐浩一(上尾合同)
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

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
【問い合わせ】山田称子(浦和別所)
☎048‑861‑4210

9 月 19 日(月・祝) 教会音楽講習会
時間 午後 1：00〜4：00
会場 大宮教会
テーマ 「より良い讃美歌伴奏のために」
講師 成田惠子先生(大宮教会オルガニスト)
会費 一人 1,000 円
【問い合わせ】長尾愛子(小川) ☎090‑6125‑3479

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)
主催 教育委員会
【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）

9 月 23 日(金・祝) 第 11 回アーモンドの会
時間 午前 10：00〜午後 3：30
会場 本庄教会
※駅前に送迎車あり利用できます。
講師 渋沢久氏（本庄教会員）
（全国キリスト教障害者団体協議会会長）
主題 「歩く教会、出会う教会になるために」
参加費 一人１０００円（昼食代を含む）
証し 佐竹いく子さん（草加教会員）
▽アーモンドの会の正式名称は「障がいを負う
人々と共に生きる教会を目指す懇談会」
【問い合わせ】桜井義也(所沢みくに)
☎042‑929‑0682 又は ☎048‑524‑4914
9 月 23 日(金・祝) 壮年部主催「修養会」
時間 午前 10：00〜午後 3：00
会場 大宮市民会館(大宮教会裏)
講師 疋田国麿呂牧師(大宮)
テーマ 「共に学び、考えよう 教会の成長」
▽壮年、婦人、青年の皆様のご参加を！
【問い合わせ】工藤武(熊谷) ☎048‑523‑5592

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)
【郵便振込先口座番号】
−その愛と死を通して平和を考える−」
名
称 日本基督教団 埼玉地区
会費 300 円
口座番号 ００１３０−２−４１３１２７
主催 社会委員会
【問い合わせ】深見祥弘(東所沢) ☎04‑2945‑5169
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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お知らせ・お願い
【地区関係】
*「災害対応について学ぶ研修会」開催のお知らせ
日時 10 月 30 日(日) 午後 2：30〜4：30
会場 大宮教会
テーマ 「災害に備え支えあう教会」
講師 塚本潤一牧師(高崎教会)
（関東教区「中越地震」被災教会被災地
支援委員会主事）
主催 地区委員会
▽講師の塚本先生は、阪神淡路大震災を経験され
ました。災害時の対応について共に学びたいと
思います。なお、新潟中越地震の被害地の写真
もスライドで見る予定です。
多くの方のご参加を期待します。
【問い合わせ】最上光宏(浦和東) ☎048‑882‑4851
 壮年部からのお知らせ
7 月 17 日行われました壮年部主催の講演会、長谷
川和夫先生(銀座教会員、聖マリアンヌ医科大学
名誉教授)による『認知症の正しい理解』の講演
テープ入用の方は申し出ください。
なお、22 教会・伝道所、98 名の参加者を得て盛
会のうちに終わりました。ご協力下さった皆様に
感謝します。
【申し込み先】松下壮年部委員(大宮教会)

【各個教会関係】
{ 平和集会 朗読劇「この子たちの夏」のご案内
― 戦後 60 年、今いのちを覚えて ―
日時 8 月 6 日(土) 午前 10：30〜12：00
会場 埼大通り教会
入場 無料
主催 埼大通り教会
協力 演劇制作体 地人会
(地人会上演台本「この子たちの夏」より)
▽広島、長崎に原爆が投下された 60 年前の日を
綴った子どもたちの、母親たちの手記、手紙、
詩などによって構成された朗読劇です。教会員
が演じます。上映後に懇談の時ももちます。
是非おいでください。
【問い合わせ】平沢功(埼大通り) ☎048‑852‑2735
【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」
―「
『新しい家族』のつくりかた ―
参加費 1.500 円
（遠距離参加者のための交通費補助を含む）
申込締切日 8 月 1 日(月)
【問い合わせ】桜井義也(所沢みくに) ☎042‑929‑0682
又は☎048‑524‑4914
【各個教会関係】
 埼玉新生教会「クラシック・チャーチ・コンサー」
日時 9 月 17 日(土)
会場 埼玉新生教会
ゲスト ヴァイオリニスト ジョン・チャヌさん
(ピアノとの競演です)
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048‑852‑1379

 熊谷教会設立 120 周年記念集会のご案内
〝三浦光世氏と共に〟
日時 9 月 10 日(土) 午後 2：30〜 映画と講演
9 月 11 日(日) 午前 10：30〜 礼拝と証し
会場 熊谷教会
▽入場無料、但し駐車場はありません。
【問い合わせ】中谷清(熊谷) ☎048‑521‑6018
~ 埼玉新生教会「オルガニストのための講習会」
日時 10 月 15 日(土)
会場 埼玉新生教会
ゲスト 今橋 朗先生（蒔田教会牧師）
費用 1,000 円
▽オルガニストの心得から、教会暦にあわせた奏
楽について、オルガンに関して知っておくべき
事柄についてお教えいただきます。
礼拝での奉仕について、困っていたり、心配を
抱えているオルガニストは大歓迎です。当教会
のオルガニストたちと一緒に学びましょう。
【地区からのお願い】
「新潟中越地震」被災教会会堂等再建支援献金をよ
ろしくお願いします。教団の支援委員会としては 1 億
５千万円を目標に全国に募金依頼をしていますが、実
際には２億円位支援を必要としています。
現在 3,100 万円位の献金しか集まっておりません。
さらなるご協力をお願い致します。
尚、教区総会では、地震被災日の 10 月 23 日に近い
主日を「新潟県中越地震」被災教会・被災地を覚える
主日に制定し、祈りをあわせることを決議しました。
ご協力をお願い致します。
(地区会委員長：最上光宏)

【一般関係】
a「諸宗教が共に平和を祈る会」のご案内
日時 8 月 6 日(土) 午後 1：00 から
各個教会の情報もお寄せください。(20 日締切)
会場 川越カトリック教会
◎ＦＡＸ：048‑979‑1057
主催 埼玉宗教連合
◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp
【問い合わせ】三羽善次(和戸) ☎0480‑32‑2112
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

