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    12月の予定 

26日(月) 中学生・ＫＫＳクリスマス会 

       坂戸いずみ教会 1：30ｐｍ 

今月の集会案内等 

12月26日(月) 中学生・ＫＫＳクリスマス会 

   時間 午後1：30～3：30 

   会場 坂戸いずみ教会 

説教 山岡創牧師（坂戸いずみ） 

内容 礼拝と祝会 

▽クリスマスの喜びを共に味わいましょう。 

会堂見学もさせていただく予定です。 

 【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036 

来月の集会案内等 

1月9日(月・祝) 新年合同礼拝 

   時間 午前10：30～12：15 

   会場 大宮教会 

   説教者 深田未来生師(同志社大学名誉教授) 

   聖餐式 最上光宏牧師(浦和東) 

   ▽今回は3区合同の礼拝です。主の新しい年、

共に喜びをもって礼拝にご出席ください。 

   ▽礼拝後、お知らせ等ＰＲ又配布物のある方 

は、事前にご連絡ください。 

【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330 

報  告 

【各集会参加者数】 
・10／30 災害対応について学ぶ会 38名・15教会 

 

≪1月､2月の情報をお寄せください≫ 

◎ＦＡＸ：048-979-1057 

◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

 

【各個教会関係】 

♥ 安行教会「クリスマス特別集会」のご案内  

①子どもクリスマス 

(クリスマス物語とクッキー作り) 

  日時 12月17日(土) 午後1：00～3：00 

  お話 北川正弥牧師(駒沢教会牧師で、講談師神田

陽子社会人弟子・神田ナザレとしても

活躍中) 

  ▽参加費無料。 

お子様のみ、親子一緒、どちらも歓迎。 

②クリスマス音楽礼拝  

～ハンドベルの調べとメッセージ～ 

  日時 12月23日(金・祝) 午後2：00～4：00 

  出演 東洋英和女学院中高部ハンドベル部 

     ＮＰＯ法人めだかふぁみりぃハンドベル部

  ▽入場無料ですが席上献金があります。 

    （献金先：中越地震被災地、他) 

 ※①、②とも会場は安行教会 

【問い合わせ】田中かおる(安行) ☎048-296-4002 

 

 桶川伝道所・伝道所債返済のための 

チャリティー・チェロ・コンサートのご案内 

  日時 12月18日(日) 午後6：30から 

  会場 桶川伝道所 

  出演 黄原亮司(チェロ) 

      (東京交響楽団副主席チェリスト) 

     深谷ひさ子(ピアノ、桶川在住) 

     ラルゴ、中国のたいこ、チェルダッシュ他

  【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

≪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) 

  埼玉新生教会「ゴスペル・クリスマス・コンサー

ト」のご案内 

日時 12月23日(金) 午後2:30から 

会場 埼玉新生教会 

出演 当教会の「クールズ・クワイア」と「プレ

イズ・クワイア」 

  ▽入場無料です。駐車スペースあります。 

【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

 

【一般関係】 

 県南四市「クリスマスの夕べ」のご案内 

日時 12月2日(金) 午後6：30から  

会場 川口総合文化会館「リリア」音楽ホール 

メッセージ 戸村甚栄先生（蕨キリストの教会） 

司会 明石愛先生（蕨福音自由教会） 

特別賛美 ゴスペルクワイヤー 

（東川口福音自由教会） 

▽入場無料。どなたもおいでください。 

  川口・鳩ヶ谷・蕨・戸田市内の教会が超教派で 

  協力して行います。 

【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-703 

教会・教師の動き 

○ 東所沢教会の第一種教会建設申請が承認されまし 
  た。 
○ 東松山教会が宗教法人設立に伴う規則変更を申請 
  しました。 
○ 深谷教会が境内地を取得申請しました。 
○ 古屋安雄牧師が聖学院大学教務教師として登録さ 
  れました。 
○ 11月26日、町田さとみ牧師(初雁教会)と都築英夫 
  牧師(秩父教会)が按手を受ける予定です。 
○ 鈴木一義牧師(シャロンのばら伝道所)が入院され 
  ました。 
○ 千葉巌牧師(上尾栄光教会)が退院されました。 
○ 森淑子牧師(狭山伝道所)が退院されました。 

最新の情報は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.108  (裏面) 

お知らせ・お願い 
 ホームページの今月のみことば 

  埼玉地区のホームページには「今月のみことば」

  が毎月載っています。是非お読み下さい。 

【2005年】 

11月 教会の誕生      千葉厳(上尾栄光) 

 9月 置かれたところで咲く 絵鳩アツエ(越生) 

 8月 復活の主に結ばれて  柿本俊子(三芳) 

 7月 主の御名を呼ぶ    都築英夫(秩父) 

 6月 死の恐怖からの解放  篠原愛義(鴻巣) 

 5月 仕える者になりなさい 本間一秀(川口) 

 4月 金持ちとラザロ    李秀雲(埼玉中国語) 

 3月 パッションを観ましたか 深見祥弘(東所沢) 

 2月 砂漠のような人生を送る人々への聖書のメッ 

    セージ       竹内紹一郎(深谷西島) 

 1月 神に属する者     石川栄一(北本) 

【2004年】 

12月 クリスマスの喜び   金岡秀樹(東松山) 

11月 究極の敵、死を滅ぼした受肉者の神 

              石川喜一(ベウラ) 

 9月 私を信ずる者は、いつまでも死なない 

              保母光彦(深谷) 

 8月 少数者を選び愛する神 飯野敏明(本庄) 

 7月 生命の主       風間直次郎(七里) 

 6月 人生の基本      福島聖二(白岡) 

 5月 神は愛である     山添順二(岩槻) 

 4月 神は何でもできる   相良哲生(菖蒲) 

 3月 山々に向かって    原 宝(加須) 

 2月 来て、見なさい    鎌木順子(朝霞) 

 1月 夜のうちに      谷脇正紀(草加) 

【2003年】 

11月 天の国にはいる鍵   吉仲 將(志木) 

10月 絆       鈴木一義(シャロンのばら) 

  9月 恵みと平和       中谷 清(熊谷) 

 8月 神が用いる迷いの者   藍田 修(鳩山) 

 7月 変身          濱田辰雄(緑聖) 

 6月 自由を与えるイエス   三羽善次(和戸) 

 5月「べてるの家」を知っていますか？ 

                長尾邦弘(小川) 

 4月 見えるようになりたい  石神 稔(西上尾) 

 3月 なくてはならぬもの   三浦修(埼玉和光)  

 2月 わたしについて来なさい 森淑子(狭山) 

 1月 主イエスにお会いしましょう  

山田称子(浦和別所)

【2002年】 

12月 主イエスは貴方の家に来られる  

齋藤康彦牧(本庄旭)

11月 造られ、結びあわされて 柳下仁(北川辺) 

10月 ソラ・フィデ      遠藤富寿(埼大通り)

 9月 三十倍、六十倍、百倍  山岡磐(初雁) 

 8月 流血の町       桜井義也(所沢みくに)

 7月 イエス様の本当の弟子になるとは  

                疋田國磨呂(大宮) 

 6月 主イエスに愛に恋    佐藤浩之(行田) 

 5月 開いてください、主よ  高橋悦子(桶川) 

 4月 キリストの復活     島隆三(西川口) 

 3月 愛の力         西海静雄(吉川)  

 2月 真理とは何か      木ノ内一雄(川越)  

 1月 涙を流す主イエス    藤波良也(毛呂)  

【2001年】 

12月 ”少年”のような信仰  山岡創(坂戸いずみ)

11月 私達の命は誰のもの   横山厚志(飯能) 

10月 生命(いのち)を愛するとは 山ノ下恭二(東大宮)

 9月 それは極めて良かった  中村眞(埼玉新生) 

 8月 何をしてほしいのか   田中かおる(安行) 

 7月 人間とはなんですか？  白石多美出(春日部)

 6月 赦して 慰め 力づける 石橋秀雄(越谷) 

 5月 わたしを愛しているか  最上光宏(浦和東) 

 4月 滅びることのない言葉  秋山徹(上尾合同) 

 【月報の蔭から】 

埼玉地区月報を作成していてつくづく思うことは

「1年は早い！」ということだ。 

1 月の成人式の日に行われる地区で最も参加者数が

多い「新年合同礼拝」で1年は始まる。寒い寒い2月

になると「信教の自由と平和を求める2・11集会」、3

月に入って「世界祈祷日」へと続く。地区の年度とし

ての主だった集会はここで終わる。礼拝と音楽を学ぶ

会の総会、壮年部の総会を経て、3月の春分の日に「地

区総会」が開催されて、地区としての新たなスタート

を切る。 

4 月は各個教会の総会があり、婦人部総会を除いて

地区の各部各委員会の集会もひと休み。5 月になると

一挙に各集会が始まる。ホームページ委員会主催の

「ＩＴ祭り」、社会委員会主催の「環境問題講演会」、

6 月になると年に数回開催される「教会音楽講習会」

や「青年の集い」も始まる。7 月になれば、100 名以

上の参加者がある「婦人部全体研修会」、伝道委員会

主催の「役員・伝道委員研修会」、そして壮年部主催

の「講演会」も開催される。信徒には関係ないが「教

師一泊研修会」もこの時期に開催される。ついこの前

まで、寒い・寒いと言っていたのが暑い・暑いと言っ

てしまう8月には2年に1度開催される夏のビックイ

ベント「教会全体修養会」や「中学生・ＫＫＳ・夏期

キャンプ」そして毎年 8 月 15 日に社会委員会主催の

「平和を求める8・15集会」が開催される。 

伝道の秋になれば、「アーモンドの会(障教懇)」、7

ブロックにわたって開かれる「最寄り婦人研修会」、

そして秋恒例の行事「ＣＳせいと大会」と「伝道と賛

美の集い」も開催される。今年は「災害対応について

学ぶ会」もこの時期に開催された。そして12月の「中

学生・ＫＫＳクリスマス会」でお終い。そして、また

新年合同礼拝を迎えて・・・ 

皆さんは、この1年間地区の集会に何回参加された

でしょうか。来年もあっという間に過ぎてしまいます

から、是非各集会へ足を運んでください。(Ａ．Ｔ) 
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