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    6月の予定 

 6日(火) 教師委員会 

       大宮教会 10：00ａｍ 

16日(金) 災害対応委員会 

       大宮教会 5：00ｐｍ 

17日(土) 教会音楽講習会 

       埼玉新生教会 1：30ｐｍ 

18日(日) 第5回ＩＴ祭り 

       埼玉新生教会 3：00ｐｍ 

     社会委員会・社会活動委員会 

       上尾合同教会 3：00ｐｍ 

     障教懇委員会 

       所沢みくに教会 4：00ｐｍ 

25日(日) 環境問題講演会 

       埼大通り教会 2：00ｐｍ 

     中学生・ＫＫＳ新入生歓迎会 

       川越教会 2：30ｐｍ 

【関東教区の主な予定】 

8日(木)～9日(金) 教会婦人会連合総会・研修会 

今月の集会案内等 

6月17日(土) 教会音楽講習会 

  時間 午後1：30から 

  会場 埼玉新生教会 

  テーマ 「礼拝の賛美について」 

  講師 小海基牧師(荻窪教会) 

  会費 一人 1000円 

  主催 教会音楽委員会 

  ▽奏楽者のみならず礼拝に集う方はどなたでも 

   お気軽にご参加ください。 

  【問い合わせ】長尾愛子(小川) ☎0493-72-4904 

 

(右上へ続く) 

 6月18日(日) 第5回ＩＴ祭り 

時間 午後3：00～5：00 

会場 埼玉新生教会 

テーマ 「私のパソコン＆インターネット利用法」

発題 ①これは便利だ！こんなにも簡単・綺麗に

できる教会印刷物 

  荒井菊一兄(北川辺) 

   ②教会メーリングリストの活用法  

      中井勇二兄(越谷) 

③「みことば」わいわい分かち合いブログ

   金田佐久子牧師(西川口) 

発表 埼玉地区内教会のホームページの現状 

▽参加者10名にジャンケン大会で、64ＭＢのパス

ワード付ＵＳＢメモリーが当たります。 

 どなたでもご参加ください。勿論、入場無料。

【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

 

6月18日(日) 武蔵豊岡教会・栗原清牧師就任式 

  時間 午後2：30 

  会場 武蔵豊岡教会 

  司式者 三浦修牧師(関東教区総会議長) 

  【問い合わせ】栗原清(武蔵豊岡) ☎04-2962-6191

 

6月25日(日) 環境問題講演会 

時間 午後2：00から 

会場 埼大通り教会 

講演 「アジアの食環境と私たちの暮らし」 

講師 田坂興亜先生(アジア学院理事長) 

参加費 300円 

  【問い合わせ】深見祥弘(東所沢) ☎04-2945-5169

 

6月25日(日) 中学生・ＫＫＳ新入生歓迎会 

時間 午後2：30～4：30 

会場 川越教会 

  【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7039

 

7月3日(月)～4日(火) 教師一泊研修会 

  会場 別所沼会館 

  講師 高橋克樹牧師(豊島岡教会) 

（日本聖書神学校教授) 

  【問い合わせ】篠原愛義(鴻巣) ☎048-541-0643 

         柳下仁(北川辺) ☎03-5813-3680 

 

7月4日(金) 婦人部全体研修会 

   時間 午前10：00～午後2：30 

   会場 大宮教会 

   開会礼拝説教 山田称子牧師(浦和別所教会) 

   講師 賀来周一先生(キリスト教カウンセリン

グセンター相談所長) 

   共通テーマ「いやしと慰めの信仰」 

  【問い合わせ】松浦就子(岩槻) ☎048-757-6733 

 

7月9日(日) 役員・伝道委員研修会 

  時間 午後3：00～5：00 

  会場 岩槻教会 

  講師 近藤勝彦先生（東京神学大学教授） 

  講演題 「この時代に、福音を宣べ伝える」 

  ▽今年は先に『伝道の神学』を著し、最近も『日 

本の伝道』(教文館)を出版された近藤勝彦先生 

の御講演をうかがうことになりました。近藤先 

生は今「伝道」について最も熱心に語っておら 

れる神学者です。近藤先生のお話に学びながら 

埼玉の教会･私たちの教会の課題について考え 

合う時としたいと思います。 

  ▽講演会の後、分団に分かれて、話し合いと交わ 

りの時を持ちます。教職・役員・伝道委員の方、

また伝道に関心のある方はどなたも奮ってご

参加ください。 

  ▽会堂を見学される方はお早めにおいで下さい。 

  【問い合わせ】濱田辰雄(緑聖) ☎048-664-1234 

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.114  (裏面) 

報  告 
【集会参加者数】 

・婦人部総会 (4／17) 105名・40教会 

 

お知らせ・お願い 

【各個教会関係】 

 東所沢教会創立20周年記念チャーチコンサート 

日時 5月28日(日) 午後2：00から 

会場 東所沢教会 

奏楽 堀内詩織(チェロ)、堀内真梨子(ピアノ) 

曲目 エルガー：愛の挨拶 

     バッハ：無伴奏チェロ組曲 第6番など 

▽入場無料、カンパの呼びかけあり。 

【問い合わせ】深見祥弘(東所沢) ☎04-2945-5169 

 

 七里教会バザーのご案内とお願い  

七里教会では「教会バザー」を下記のように開催

します。つきましては、バザーの献品を宜しくお

願い致します。バザーの収益金は会堂会計(特に

土地購入ローン)に繰り入れと中越地震支援献金

として用いたいと願っています。 

ご家庭に眠っている生活雑貨、手芸品、衣類など

の献品をお願い致します。なお、本年は中古衣類、

手作り作品なども大歓迎です。 

         記 

日時 6月11日(日) 午後1：00～3：00 

場所 東門前・自治会館 

※ ご献品は教会までご持参下さい（ご不自由な

方、大量の方はご連絡下さい。自動車で取り

に参りますので）。まず、ご相談下さい(地区

内だと遠距離になるので) 

【問い合わせ】風間直次郎(七里) ☎048-685-3701 

  熊谷教会「春の伝道集会」のご案内  

日時 6月25日(日)  

礼拝 午前10：30から 

講演 午後1：00～2：30 

会場 熊谷教会 

講師 有馬武夫(のりお)牧師 

(日本基督教団成増キリスト教会) 

テーマ 「教会とこころの問題」 

▽入場無料 

【問い合わせ】中谷清(熊谷) ☎048-521-6018 

 

 川口教会創立80周年記念礼拝のご案内  

日時 6月25日(日) 午前10：30から 

会場 川口教会 

説教者 三浦修牧師(埼玉和光教会) 

         （関東教区総会議長) 

【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039 

 

【関東教区関係】 

☺ 関東教区婦人会連合総会と修養会のご案内  
日時 6月8日(木)～9日(金)  

     (8日午後0時受付 9日午前11：50解散)

会場 五浦観光ホテル別館大観荘 
主題 「キリストの香りを放つもの」 
講師 渡辺和子先生 

(ノートルダム清心学園理事長) 
【問い合わせ】松浦就子(岩槻) ☎048-757-6733 

 

（お詫びと訂正） 
先月号(5 月号)の裏面に掲載しました「2006 年度埼玉

地区各部・各委員会名簿」の名前に一部誤りがありま

した。右側が正しいお名前です。 
・伝道委員会 竹内紹一 → 竹内紹一郎 

・壮年部   抜井太一 → 抜井太一郎 

       荻田久次 → 荻田久次郎 

       岩井田慎 → 岩井田慎二 

 【地区関係】 

 アジア学院生ホームステイ (地区婦人部活動)   

6月10日(土)～12日(月) 

今年の地区内のホストファミリーは以下のご家

庭です。 

  ・太田直美姉(岩槻) ・大島三枝子姉(大宮) 

  ・斉藤勝子姉(安行) ・黒沢シチエ姉(春日部)  

  なお、教団宣教交流プログラム「ユースミッショ 
  ン2006」台日教会青年交流ホストファミリーは以 
  下のご家庭です。お祈りのうちにお覚えください。 

  ・吉田幸子姉(久美愛) ・栗原初音(浦和別所) 
 

「埼玉の宣教」出版のお知らせ 
  埼玉地区のホームページに掲載してきました「今

月のみことば」が本になりました。タイトルは「埼

玉の宣教 －ホームページ説教集－」です。2001
年4月から2006年3月まで、55人の牧師が執筆

しました。関東教区総会時に各教会・伝道所へ 2
部ずつ配布します。その他、希望者へは1冊800
円で販売します。 
以下の方法でご購入ください。 
①埼玉新生教会(中村眞牧師)で直接購入できま

す。☎048-852-1379 

②関東教区総会(5／30、31)ＩＴ祭り(6／18)、役

員・伝道委員研修会(7／9)の会場で販売します。 
③ＦＡＸ(048-979-1057)でお申込ください。 
 住所、電話、名前、教会名、部数をお書き下さ

い。送料は実費。 

教会・教師の動き 

○ 4月23日、東所沢教会第一種教会設立式が行われ 

  ました。 

 

○ 5月3日、内田順子姉(内田武士隠退教師夫人)が逝 

  去され、5日・6日 上尾合同教会で葬儀が行われ 

  ました。 
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 


