
埼玉地区月報 No.111 2006.2.23発行 来月の集会案内等 お知らせ・お願い 

    3月の予定 

 3日(金) 世界祈祷日 

       各会場 10：30ａｍ 

21日(火) 地区総会 

       上尾合同教会 9：30ａｍ 

【関東教区の主な予定】 

8日(水)～10日(金) 部落解放青年ゼミナールin関東

27日(月)～29日(水) ＫＫＳキャンプ 

今月の集会案内等 

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 

  【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】 

・信教の自由と平和を求める2・11集会 (2／11) 

            112名・33教会 

・壮年部総会 (2／19)  24名・19教会 

 

≪4月､5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 

 

4月17日(月) 婦人部総会 

  時間 午前10：00～12：00  

  会場 大宮教会 

  開会礼拝 金田佐久子牧師(西川口) 

  【問い合わせ】松浦就子(岩槻) ☎048-757-6733 

 

4月23日(日) 東所沢教会第一種教会建設式 

  時間 午後2：30から 

  会場 東所沢教会 

  司式 三浦修牧師(関東教区総会議長) 

  【問い合わせ】深見祥弘(東所沢) ☎04-2945-5169

お知らせ・お願い 

【地区関係】 

✍ 地区委員会からのお知らせ 

3月20日(月)、坂戸いずみ教会にて地区総会準備

をいたします。地区総会で配布したい文書などが

ありましたら、必ず19日(日)までに坂戸いずみ教

会へお送りください。 

議員登録が遅れている教会があります。至急書記

（山岡創049-283-0330）まで連絡してください。 

 

 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 

 

 伝道委員会からのお知らせ 

  伝道委員会主催の「伝道と賛美の集い」は、今年 

度は10月29日(日)開催を予定しています。 

  現在、開催を希望する教会を募っています。その 
教会の伝道応援にご奉仕したいと思っておりま 
す。開催を希望する教会はお早めにご連絡をお願 

い致します。 

  【問い合わせ】濱田辰雄(緑聖) ☎048-664-1234 

 

【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 

 

 西上尾教会からのお知らせ 

日時 4月2日(日)  

午前11：30～12：00（礼拝直後） 

会場 西上尾教会 

お話 「イギリスの家庭集会について」 

講師 小泉一太郎氏(前群馬大学教育学部教授) 

     －オックスフォード大学史研究者です－ 

注意 会場は狭く、時間も礼拝と重なりますので 

ご無理でない方はどうぞ。終了後、昼食・ 

歓談の時を持ちます。 

【問い合わせ】石神稔(西上尾) ℡048-863-9476 

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.111  (裏面) 地区総合協議会の報告 

お知らせ・お願い 
【教区関係】 

 関東教区教会高校生青年(ＫＫＳ)キャンプ 

  日時 3月27日(月)～29日(水) 

  宿泊先 渋川教会 

（群馬県渋川市裏宿2220 ℡0279-22-2890）

テーマ 「知らなかったことは罪？」 

主題聖句「貧しい人々は幸いである。神の国はあ

なたがたのものである。」(ルカ6：20)

  参加費 10,000円 

申込先 東新潟教会 TEL&FAX 025-247-0058 

締切  3月16日 

▽昨年に引き続き、関東教区内にある国立療養所

栗生楽泉園のことを知り、今回は栗生楽泉園を

訪問し、出会いを通して視野を拡げたいと考え

ています。 

【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036

 

 第５回部落解放青年ゼミナールin関東  

日時 3月8日(水) 午後1：30 ～ 

10日(金) 午後0：00 

  会場 桐生東部教会 

内容 渡良瀬川流域等現場研修ほか 

主催 第5回部落解放青年ゼミナーin関東実行委

員会 

後援 関東教区社会委員会、埼玉地区社会委員会

【問い合わせ】浦部牧子(加須) ☎0480-65-3447 

 

≪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) 

 

2006 年 2月14日(火)、午後7時より大宮教会を会

場として、2006年度の埼玉地区の各部各委員会の活動

計画及び委員名簿の発表と行事日程の調整を行なう

「地区総合協議会」が開催されました。出席者は15名。

 2006年度の行事日程は、各部各委員会とも例年通り

の行事を予定していました。但し、修養会は 2 年に一

度の開催ですので来年(2007年8月)実施となります。

また、新年合同礼拝(2007年1月8日)は各区毎の礼拝

となります。例年と少し変わったのは、伝道委員会主

催の「伝道と賛美の集い」が毎年11月末に開催されて

いましたが、11月末は各教会でもクリスマスに向けて

の準備が忙しくなるため今年は 10 月末の開催となり

ます。桶川開拓伝道協力委員会は2005年度をもって終

了するため、桶川開拓伝道協力教会全体会(5 月 28 日

開催)が最後となります。 

 組織としては、伝道委員会の下部組織であった「礼

拝と音楽を学ぶ会」が、自主活動委員会として「教会

音楽委員会」となります(総会を経て)。 

 常設委員会(伝道、教育、社会、教師)は任期制を取

り入れ 3 年が経過し、社会委員会は今年もメンバーが

少しずつ変わってゆきます。 

 組織や委員が変わっても、2006年度も常に主にある

一致と連帯のもと、福音の前進に仕える地区となれま

すようお祈りいたします。 

 

2006年度の各部各委員会の主な行事予定 

【地区委員会】 

新年合同礼拝     2007年1月8日(月) 

総合協議会      2007年2月 

【教育委員会】 

中・ＫＫＳ新入生歓迎会 2006年4月末～5月頃 

中・ＫＫＳキャンプ 2006年8月14日(月)～16日(水)

ＣＳ教師研修会    2006年9月9日(土) 

ＣＳせいと大会    2006年11月3日(金) 

 【伝道委員会】 

役員・伝道委員研修会 2006年7月9日(日) 

伝道と賛美の集い   2006年10月29日(日)  

【社会委員会】 

環境問題講演会  2006年6月25日(日) 

8・15集会    2006年8月15日(火) 

2・11集会    2007年2月11日(日) 

【教師委員会】 

教師一泊研修会   2006年7月3日(月)～4日(火) 

【桶川開伝協力委員会】 

協力教会全体会  2006年5月28日(日)  

【地区通信委員会】 

2006年度第1号発行 2006年7月 

2006年度第2号発行 2006年11月 

2006年度第3号発行 2007年3月 

【ホームページ委員会】 

第5回ＩＴ祭り  2006年6月18日(日)  

【障教懇】 
第12回障教懇   2006年9月23日(土)  

【教会音楽委員会】 

教会音楽講習会   2006年6月17日(土) 

教会音楽講習会  2006年11月23日(木)  

【壮年部】 

講演会      2006年9月または10月頃 

総会       2007年2月 

【婦人部】 

総会       2006年4月17日(月) 

婦人部全体研修会 2006年7月4日(火) 

もより婦人研修会 2006年10月～11月 

世界祈祷日    2007年3月2日(金) 

【青年部】 
青年の集い1   2006年6月 

青年の集い2   2006年9月 

青年の集い3   2006年12月 

青年の集い4   2007年2月 

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 


