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    7月の予定 

 3日(月)～4日(火) 教師一泊研修会 

       別所沼会館  

 4日(火) 婦人部全体研修会 

       大宮教会 10：00ａｍ 

教師委員会 

       別所沼会館 研修会終了後 

 9日(日) 稲生勝也牧師就任式 
       毛呂教会 2：30ｐｍ 

役員・伝道委員研修会 

       岩槻教会 3：00ｐｍ 

10日(月) 最寄り３区教師会 

       桶川伝道所 10：30ａｍ 

11日(火) 教育委員会 

       川越教会 6：30ｐｍ 

18日(火) 地区委員会 

       大宮教会 5：00ｐｍ 

23日(日) 壮年部委員会 

       初雁教会 2：30ｐｍ 

30日(日) 壮年部講演会 

       大宮教会 2：30ｐｍ 

     山野忠男・山野裕子牧師就任式 

       日野原記念上尾栄光教会 2：30ｐｍ 

ホームページ委員会 

       西川口教会 4：00ｐｍ 

31日(月) 最寄り１区教師会 

       浦和東教会 10：30ａｍ 

【関東教区の主な予定】 

17日(月) 宣教綜合協議会 大宮教会 10：00ａｍ 

教会・教師の動き 

○ 6月18日、武蔵豊岡教会・栗原清牧師就任式が行

  なわれました。 

 

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(火) 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 

 7月9日(日) 毛呂教会・稲生勝也牧師就任式 
  時間 午後2：30から 
  会場 毛呂教会 
  司式 三浦修(関東教区議長) 
  【問い合わせ】稲生勝也(毛呂) ☎049-294-3444 

 

7月30日(日) 壮年部講演会 

  時間 午後2：30から 

  会場 大宮教会 

  講師 児島康夫氏(聖学院大学講師) 

（川越キングスガーデン施設長） 

  講演題 「老いをどう生きるか」 

 －希望を支える信仰と老後－ 

  開会礼拝説教者 疋田勝子牧師(大宮) 

  ▽信仰に基づく喜びと希望とユーモアに満ちた 

   エピソードを介護老人福祉施設現場からの報 

   告に併せ、介護保険サービスの仕組みや上手な 

   利用の仕方も紹介していただきます。 

  【問い合わせ】松下充孝(大宮) ☎048-652-0543 

 

7月30日(日) 山野忠男・山野裕子牧師就任式 

  時間 午後3：00から 

  会場 日野原記念上尾栄光教会 

 【問い合わせ】山野忠男(上尾栄光) ☎048-722-3471 

来月の集会案内等 

8月15日(火) 平和を求める8・15集会 

  時間 午前10：00～正午 

  会場 大宮教会 

  講演 「憲法の平和主義とは」 

  講師 笹川紀勝氏(明治大学教授) 

          (日本キリスト教会南柏教会員) 

  参加費 300円 

  主催 社会委員会 

 【問い合わせ】深見祥弘(東所沢) ☎04-2945-5169 

      (「来月の集会案内等」裏面へ続く) 

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 
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来月の集会案内等 
8月14日(月)～16日(水) 中学生・ＫＫＳキャンプ 

  会場 関東教区施設 向山荘（妙高高原池の平）

  講師 塩谷直也牧師(梅が丘教会) 

  主題 「イエス・キリスト － 最も大切なこと、 

十字架・復活・再臨 －」 

 費用 15,000円 (大宮・川越からの交通費含む)

申込先 〒332-0035 川口市西青木1-25-21 

西川口教会・金田佐久子 

☎048-258-6630（FAX専用） 

 締切 7月25日(火) 

  主催 教育委員会 

  ※キャンプ準備会のお知らせ 

   日時 8月5日(土) 午前11～12時 

   会場 西川口教会 

   ▽キャンプのしおりをお渡しします。 

【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036 

お知らせ・お願い 

【地区関係】 
 災害対応委員会からのお願い 

  災害対応委員会では、6月16日に最初の委員会を 
行いましたが、災害時の緊急連絡網として電話お 
よびＦＡＸの連絡網の他に、埼玉地区メーリング 
リストを作ることになりました。 

  メールアドレスをお持ちの教職の方は、担当の 
  豊川昭夫兄宛、ＥメールまたはＦＡＸでお知らせ 

ください。登録をいたします。 
  なお、葬儀関係などの緊急連絡にも使います。 
    ・Eメール: toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

    ・ＦＡＸ：048-979-1057 
 【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330

  最寄り３区教師会のご案内  

日時 7月10日(月) 午前10：30から 

会場 桶川伝道所 

内容 ①礼拝 高橋悦子牧師(桶川) 

     ②発題 篠原節子キリスト教教育主事 

      「キリスト教教育主事の現在と将来の課題」

     ③３区新年合同礼拝の準備、打合せ 

     ④諸連絡・近況報告など 

会費 1,000円(食事代) 

▽次回予定 9月19日(火) 午前10：30 愛泉教会

   礼拝：森田弘道牧師 発題：藤崎信隠退教師 

  【問い合わせ】篠原愛義(鴻巣) ☎048-541-0643 

 

 最寄り２区牧師(教師)家族会のご案内  

  日時 8月28日(月) 午後4：00～7：00 時間未定

会場 桜井義也牧師宅（熊谷市） 

▽バーベキューをしながら、交流・歓談の時を持

ちます。ご夫妻、お子様もご一緒に、ぜひご参

加ください。参加費：実費を割り勘で。 

  【問い合わせ】絵鳩アツエ(越生) ☎03-3953-9641

         長尾邦弘(小川) ☎0493-72-4904 

 

「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、54人の牧師が執筆

しました。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婦人部全体研修会(7／4)、役員・伝道委員研修

会(7／9)の会場などで販売します。 

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(1冊290円)。 

  埼玉宗教連盟関連のお知らせ 
  ①埼玉宗教連盟講演会 

   日時 7月17日(月) 午後1：30～3：30 

   会場 川越カトリック教会 ☎049-222-2289 

          住所：川越市六軒町1-17-15 

   講演 「遺伝子ONの生き方  

       － 喜びや可能性を引き出す」 

   講師 村上和雄氏(筑波大学名誉教授) 

  ②埼玉宗教連盟主催「平和の祈りの日」 

   日時 7月31日(月) 午後1：00～3：30 

   会場 川越カトリック教会 

   ▽各宗教団体の祈りがなされます。 

  【問い合わせ】三羽善次(和戸) ☎0480-32-2112 
 
【関東教区関係】 

 関東教区綜合協議会のご案内 
  日時 7月17日(月) 午前10：00～午後4：30 

  会場 大宮教会 

  「愛といやし」 

－その恵みを分かち合う教会となるために－ 

  講師 工藤信氏 

(元淀川キリスト教病院精神科医長) 

  会費 1,000円(弁当代等) 

報  告 

【各集会参加者数】 

・教会音楽講習会(6／17)   40名・15教会 

・第5回ＩＴ祭り(6／18)   31名・15教会 

 

≪8月、9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 

 

【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 

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 


