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2 月の予定

4 日(土) 婦人教職・牧師夫人の集い
川口教会 10：00ａｍ
11 日(土) 信教の自由と平和を求める 2・11 集会
大宮教会 10：00ａｍ
11 日(土) 礼拝と音楽を学ぶ会 総会
大宮教会 1：30ｐｍ
14 日(火) 総合協議会
大宮教会 7：00ｐｍ
17 日(金) 地区委員会
大宮教会 5：00ｐｍ
19 日(日) 壮年部総会
大宮教会 2：30ｐｍ
【関東教区の主な予定】
7 日(火) 常置委員会

来月の集会案内等
3 月 3 日(金) 世界祈祷日
時間 午前 10：30 から
会場 1 区：日本キリスト教会浦和教会
2 区：毛呂教会
3 区：熊谷カトリック教会
【問い合わせ】松浦就子(岩槻) ☎048‑757‑6733
3 月 21 日(火・祝) 地区総会
時間 午前 9：30〜午後 3：30
会場 上尾合同教会
内容 地区委員選挙、各部各委員会報告
予算決算、地区宣教活動計画等
▽教会の信徒議員を各教会・伝道所の役員会で
選任しておいて下さい。
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049‑283‑0330
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

お知らせ・お願い

2 月 4 日(土) 婦人教職・牧師夫人の集い
時間 午前 10：00〜午後 2：00
会場 川口教会
礼拝説教 田中かおる牧師(安行)
発題 山添和加姉、平沢芳子姉
会費 1,000 円
2 月 11 日(土) 信教の自由と平和を求める 2・11 集会
時間 午前 10：00〜12：00
会場 大宮教会
講演 「信教の自由を守る」
講師 安藤肇牧師(教団隠退教師)
参加費 300 円
主催 社会委員会
【問い合わせ】深見祥弘(東所沢) ☎042‑945‑5169

【地区関係】
{ 地区総合協議会のご案内
各委員会・各部等の代表者の方、下記の件で協議
しますので、よろしくご参加ください。
日時 2 月 14 日(火) 午後 7：00 から
会場 大宮教会
内容 各委員会・各部等の次年度の委員編成、計
画と日程、委員会日程、予算等を協議し、
調整。
▽各代表者の方は、当日必ず次年度の委員構成、
委員会日程、行事日程をご提出ください。
※夕食はありませんので、各自済ませて来てくだ
さい
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049‑283‑0330

2 月 11 日(土) 礼拝と音楽を学ぶ会 総会
時間 午後 1：30 から
会場 大宮教会
内容 礼拝、成田惠子氏によるミニコンサート、
総会。
▽従来伝道委員会の一部であった当委員会は、
新年度から地区の自主活動団体としてスター
トする予定です。多くの方々に自由にご参加
頂きだきたく、ご案内いたします。
【問い合わせ】長尾愛子(小川) ☎0493−72−4904

 地区総会報告書提出のお願い
各委員会・各部等の代表者の方は、地区総会に向
けて年度報告をご提出ください。
書式 Ａ4、1 行字数 45 字／42 行、10.5 ポイント
タイトルは 16〜20 ポイント
余白(上下左右 20 ミリ)
提出期限 2 月末日
▽地区書記・山岡創までご提出ください。なお、
地区総合協議会(2月14日)にご持参下さっても
結構です。
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049‑283‑0330

2 月 19 日(日) 壮年部総会
時間 午後 2：30 から
会場 大宮教会
議案 活動報告、会計報告等
▽壮年の皆様ぜひ御参集下さい。
【問い合わせ】松下充孝(大宮) ☎048‑652‑0543

a 地区会計からのお願い
2005 年度の地区分担金を未納の教会は、速やかに
納めて下さいますようお願いいたします。
【郵便振込先口座番号】
名
称 日本基督教団 埼玉地区
口座番号 ００１３０−２−４１３１２７
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お知らせ・お願い
【地区関係】
最寄り３区教師会の御案内
日時 3 月 14 日(火) 午前 10：30 から
会場 深谷西島教会
内容 ①礼拝 竹内紹一郎牧師(深谷西島)
②発題 石川栄一牧師(北本)
③次年度例会予定
④近況報告など
会費 1,000 円(食事代)
▽御出欠を 3 月 7 日(火)までに深谷西島教会にお
知らせ下さい。☎048‑575‑2723
▽2006 年度地区教師会費、互助会費をよろしくお
願いします。
【問い合わせ】篠原愛義(鴻巣) ☎048‑541‑0643
【各個教会関係】
♥ 埼玉中国語礼拝伝道所開設５周年記念礼拝及び
新春特別伝道礼拝のご案内
日時 3 月 12 日(日) 午後 3：00 より
会場 上尾合同教会
講師 土肥隆一先生(衆議院議員）
（日本キリスト教団和田山地の塩伝道所牧師)
賛美 西村あきこ姉(ゴスペル福音歌手)
▽皆様のご出席を心から歓迎いたします。お待ち
しています。
【問い合わせ】李秀雲(埼玉中国語礼拝)
☎048‑591‑6215
≪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)

 北本教会からのお願い
北本教会のピアノが古くなりました。
教会でも教会員の方でもどなたか中古のピアノを
下さる方はありませんか。
お志しのある方は、北本教会までご連絡下さい。
【問い合わせ】石川栄一(北本) ℡048‑591‑1558
【一般関係】
 きぼうのダイヤル・埼玉
−ボランティア募集のお願い
いのちの電話の埼玉キリスト者版が きぼうのダ
イヤル・埼玉 →℡：０４９‑２２８‑７３５７
(月〜土 13：00〜17：00)です。
この度、ボランティアの募集をすることになりま
した。
活動概要等お知りになりたい方は下記にご連絡く
ださい。宜しくお願いします。
◎きぼうのダイヤル・埼玉 事務局
ＴＥＬ・FAX：0492−26−5153
【問い合わせ】田坂邦彦(越谷) E‑mail： 92@k‑ft.net

教会・教師の動き
○ 1 月 29 日、町田さとみ牧師(初雁)の正教師就任式
が行われます。

報

告

【各集会参加者数】
・最寄り婦人研修会(10 月〜11 月)
7 ブロック合計 299 名・45 教会
・ＣＳせいと大会(11／23) 112 名・15 教会
・伝道と賛美の集い(11／27) 107 名・14 教会
・新年合同礼拝(1／9) 320 名・53 教会
(地区内 51 教会)
≪3 月､4 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

新年合同礼拝の報告
2006 年 1 月 9 日(月)、大宮教会を会場として、
「2006
年」埼玉地区新年合同礼拝が行われました。今年は、
2 年に一度開催されます 1 区・2 区・3 区が合同で行う
礼拝でした。参加は 320 名・51 教会の出席があり、2
階にある礼拝堂及び 3 階席は満席で、1 階の集会室や
小礼拝堂にもビデオを設置して礼拝を守りました。
説教者は、同志社大学名誉教授の深田未来生先生で
した。深田先生は、子どもへのメッセージもされまし
た。聖餐式は最上光宏牧師(埼玉地区長、浦和東教会)
と補助を金田佐久子牧師(西川口教会)が務めました。
先生は時にユーモアを交えながら力強くみことば
を語られました。誰にとっても名前は大切である。変
わることもあるが、名前は一生、その名前を持つ人に
ついて歩く。聖書はその名前の大切さを繰り返し示し
ている。親は期待や願望を持ち、神に子を捧げるよう
な気持ちで名前を付ける。しかし、私たちが生きるこ
の時代は、人間が名前で呼ばれない傾向を見せてい
る。人間が番号になったり（先日、いつも行く銀行で
８番さんと呼ばれた）
、その顔が見えなかったりする。
名前は人格をあらわすから、人間を番号扱いすると人
格が損なわれる。この年、私たちはすべての人々が神
様から大切な命を与えられ又愛され、一人一人が名前
で呼ばれ、正義と愛に根ざした世界を目指して祈り、
生きて生きたいと語られました。
説教の後には、埼玉地区の兄弟姉妹と共に聖餐の恵
みに与りました。
今年の席上献金は、新潟中越地震被災教会再建のため
に捧げられました。
礼拝後に、今年成人を向かえた方に対しての祝福の
祈りが最上光宏牧師によってなされました。
礼拝後は、１階集会室等で、楽しい交わりのひと時
がもたれました。地区の１年の始りを、このような地
区の一致と連帯の象徴とも言うべく豊かな礼拝と交
わりを持ってスタート出来ましたことを感謝致しま
す。
(報告：Ａ．Ｔ)
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