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4 月の予定

1 日(土) 教会音楽委員会
大宮教会 10：00ａｍ
3 日(月) 伝道委員会
緑聖教会 6：30ｐｍ
4 日(火) 教師委員会
大宮教会 10：00ａｍ
17 日(月) 婦人部総会
大宮教会 10：00ａｍ
18 日(火) 教育委員会
七里教会 6：30ｐｍ
23 日(日) 東所沢教会第一種教会建設式
東所沢教会 2：30ｐｍ
「全国・桶川伝道所を支える会」準備委員会
桶川伝道所 7：00ｐｍ
30 日(日) 社会委員会
東所沢教会 3：00ｐｍ
ホームページ委員会
西川口教会 4：00ｐｍ
【関東教区の主な予定】
24 日(月)〜28 日(金) 韓国京幾中部老会交流

来月の集会案内等
5 月 28 日 桶川開拓伝道協力教会全体会
時間 午後 4：30 から
会場 桶川伝道所
▽支援教会の代表の方々、個人支援者の方々、
どなたでもおいでください。ともに桶川伝道
の報告を聞いて頂き、未来についてご意見を
頂ければ感謝です。最後の全体会となります。
お祈りと共にお覚えください。
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048‑787‑5921
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
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

教会・教師の動き
▽ 3 月をもって越谷教会・亀井周二牧師(担任)が辞
任、野田教会に就任されます。
▽ 3 月をもって日野原記念上尾栄光教会・千葉厳牧師
(主任担任)が隠退されます。4 月より山野忠男牧師
山野裕子牧師が就任されます。
▽ 志木教会・池田なおみ牧師(担任)が 3 月 7 日、
急性肺炎のため逝去されました。3 月 8 日、前夜式
3 月 9 日、告別式が行われました。

お知らせ・お願い
【地区関係】
 第 5 回ＩＴ祭り開催にあたってのお願い
第 5 回ＩＴ祭りを下記の要領で開催します。
テーマは「私のインターネット利用法(パート 2)」
です。
このテーマに添って、現在こんな利用の仕方をし
ているとか、こんな便利なサイトを利用している
といった情報をお持ちの方は、是非お知らせ下さ
い。当日は礼拝堂にＰＣを持ち込み、インターネ
ットを利用できますので、お話をされることも可
能ですし、また当日来られなくとも情報提供だけ
でも結構です。メールまたはＦＡＸでご連絡くだ
さい。宜しくお願いします。
・メール toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp
・ＦＡＸ 048‑979‑1057
記
日時 6 月 18 日(日) 午後 3：00〜5：00
会場 埼玉新生教会
テーマ 「私のインターネット利用法(パート 2)」
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048‑852‑1379

 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。
▽ 隠退教師、望月広先生（最終任地：行田教会）が
現在、開催を希望する教会を募っています。その
腎不全のため、3 月 17 日逝去されました。
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
▽ 3 月 12 日、秩父教会・都築英夫牧師の正教師就任
い致します。
式が行われました。
【問い合わせ】濱田辰雄(緑聖) ☎048‑664‑1234
≪月報がメールで受け取れます≫
▽ 4 月より毛呂教会・稲生勝也牧師(主任担任)が就
ご希望の方は、お名前と教会名そして「月報希望」と
任されます。
書いて下記のメールまで送信してください。
▽ 4 月より武蔵豊岡教会・栗原清牧師(主任担任)が
【申し込み＆問い合わせ先】iwasa@bb.mbn.or.jp
就任されます。
岩佐浩一(上尾合同)
http://www5b.biglobe.ne.jp/ saitama/
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お知らせ・お願い
【各個教会関係】
桶川伝道 15 年にあたって
まず感謝のひと言につきます。
1991 年、10 月 13 日、埼玉地区の協力伝道の初穂とし
て、ＪＲ高崎線 桶川駅西口近くの長屋に新しい伝道
所が誕生しました。その約 12,3 年前より埼玉地区に
おいてのユニット伝道への熱意と祈りが高まり、宣教
の新しい課題を推進する委員会(当時委員長：岡本不
二夫教師)のメンバーの提唱を受けて、桶川伝道推進
委員会(代表：小海寅之助教師)が出来ました。その後、
山下萬里教師にバトンが渡され、協力委員会形式にな
ってから初めの委員長が疋田国磨呂教師となり、この
時に専任の教師を招聘し、高橋悦子が補教師ではあり
ましたが着任しました。15 年前です。
15 年目までは地区会計が窓口になって、伝道所への
支援金を送り続けて下さったことに何とお応えして
よいか分りません。感謝の気持ちを教会員一同常に持
ってきました。本当に感謝いたします。
新しい支援体制へのご協力のお願い

今後の教会運営がなされるようにとの祈りをこめて
計画に参画して頂きたいという切なる祈りです。
具体的には「桶川伝道所全国支える会」にご協力頂き
たい。そして小さな額で長く祈りのしるしとして支援
して頂ければということです。この呼びかけを全国の
桶川を覚えて下さる教会と個人の祈り手にしていま
す。
教会は、5000 円×12 ヶ月、あるいは 2500 円×12 ヶ月
という単位、個人は 1 口 100 円×12 ヶ月(１口 100 円
で何口でも)を作りました。どうぞご協力いただけます
ようお願い申し上げます。
桶川伝道所 高橋悦子 ☎048‑787‑5921
~ 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

埼玉地区総会報告
3 月 21 日(火)、上尾合同教会を会場として、2006 年
度の埼玉地区総会が開催されました開会礼拝は、越谷
教会の石橋秀雄牧師が担当されました。議長は最上光
宏牧師(浦和東・地区委員長)が務めました。
出席者は開会時点で正議員 130 名のうち 93 名。
①)地区委員選挙 (半数改選)
教職 竹内紹一郎(深谷西島・新)、飯野敏明(本庄・新)、
田中かおる(安行・新)
信徒 阿久澤紀雄(安行・再選)、石川幸男(大宮・新)
留任は 教職・山岡創(坂戸いずみ)、深見祥弘(東所沢)、
金田佐久子(西川口)、信徒・豊川昭夫(越谷)、アンダー
ソン礼子(埼大通り)
なお、教職・三羽善次(和戸)、濱田辰雄(緑聖)は 2 期 4
年を満了した。
②2006 年度の宣教活動計画
主題 「喜びと重荷を分かち合おう！」
聖句 「一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に
苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共
に喜ぶのです」 (コリントの信徒への手紙Ⅰ 12：26)
・桶川伝道所への支援
・災害対応委員会の設立
・
「新潟中越地震」被災教会の支援

15 年間に、桶川開拓伝道強力委員会の委員長とし
a お祈りください
て、大島正秀教師、山下萬里教師、中村眞教師、そし
個人的なことで恐縮ですが、4 月 6 日もしくは 7
て最後に山田称子教師がリードして下さり、アドバイ
日に、左手の手根管開放手術のため埼玉県リハビ
③2006 年度地区一般会計予算
スして下さる委員会のメンバーと共に霊的にも、また
リテーションセンターに 1 週間入院いたします。
総額 6,308,041 円。各教会の分担金総額は 2005 年度
教会的にも導いて頂き、今の桶川伝道所の教会形成が
その後
1
週間教会内にて静養しますが、完治する
とほぼ同額。但し、各個教会の分担金は昨年度と若干
なされました。現在は、14 名の現住陪餐会員、6 人の
ようお祈りください。
変更がある。災害対応費(25 万円)が新たに計上。
求道者や客員、そして子どもたちと共に新しい自立へ
高橋悦子(桶川伝道所)
の道を歩んでいます。中村委員長の時代に新会堂が与
④その他
えられ皆、力強められ毎日伝道しています。しかし、
≪5
月、6
月の情報をお寄せください≫
礼拝と音楽を学ぶ会は、今まで伝道委員会の下部組織
まだ完全自立には至っていません。
◎ＦＡＸ：048‑979‑1057
であったが、2006 年度より「教会音楽委員会」(自主
ここで皆様にお願いしたいことは、2011 年までに完
◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp
活動員会)として独立した。
全自立を目指して、次の世代の牧師を招聘でき、また
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

