
埼玉地区月報 No.116 2006.7.25発行 今月の集会案内等 お知らせ・お願い 

    8月の予定 

 5日(土) 中学生・ＫＫＳキャンプ準備会 

       西川口教会 11：00ａｍ 

14日(月)～16日(水) 中学生・ＫＫＳキャンプ 

       向山荘 

15日(火) 平和を求める8・15集会 

       大宮教会 10：00ａｍ 

20日(日) 社会委員会 

       浦和東教会 3：00ｐｍ 

     アーモンドの会 

       埼玉和光教会 4：00ｐｍ 

来月の集会案内等 

9月9日(土) ＣＳ教師研修会 

  時間 午前9：30～午後2：15 

  会場 埼玉新生教会 

  主題 「私たちの教会学校は、今・・・ 

        恵みや悩みを分かち合いましょう」

  発題 坂戸いずみ教会、川口教会、浦和東教会 

  主催 教育委員会 

  【問い合わせ】森淑子(狭山) ☎04－2957－2416 

 

9月23日(土) 第12回アーモンドの会 

  時間 午前10：00～午後4：00 

  会場 埼玉和光教会 

  主題 「共に生かされる共同体を求めて」 

      －価値観の違いを越えて－ 

  講師 島しづ子牧師(名古屋堀川伝道所) 

  証  松波朋子さん(草加教会員) 

      －「化学物質過敏症」をめぐって－ 

  参加費 一人 1,000円(昼食代を含む) 

  申込 ＦＡＸ 0493-72-4909  締切 9月４日 

  【問い合わせ】長尾邦弘(小川) ☎0493-72-4909 

 

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 

 

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) 

  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 

教会・教師の動き 

○ 7月9日、毛呂教会・稲生勝也牧師就任式が行なわ

  れました。 

報  告 

【各集会参加者数】 

・青年の集い(5／28)      13名 

・環境問題講演会(6／25)    32名・18教会 

・中学生・ＫＫＳ新入生歓迎会(6／25) 11名・5教会

・婦人部全体研修会(7／4)   185名・40教会 

・役員・伝道委員研修会(7／9) 80名・16教会 

 

【地区関係】 

 最寄り1区教師会のご案内  

日時 7月31日（月） 午前10：30～午後1：00 

会場 浦和東教会 

内容 ①開会礼拝 最上光宏牧師(浦和東) 

     ②発表 山野忠男牧師(上尾栄光)     

        「国際聖書フォーラムに参加して」 

    ③一区新年合同礼拝の準備・打ち合わせ 

    ④諸連絡・近況報告など 

    ④昼食・懇談（昼食代 1,100円） 

【問い合わせ】石神稔(西上尾) ℡048-863-9476 

 

 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冊800円です。 

①坂戸いずみ教会(山岡創牧師)で直接購入できま

す。☎049-283-0330 

②8・15集会(8／15)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冊ですと290円)。 

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.116  (裏面) 

お知らせ・お願い 
【地区関係】 

 地区分担金納入のお願い 
  2006年度各教会の地区分担金をお早めに納入し 
  てくださいますようお願い致します。 
  ・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 
 【問い合わせ】埼玉地区会計：阿久澤紀雄(安行) 
                ☎048-296-6071 
 

 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

 

【一般関係】 

♥ 埼玉宗教連盟主催「平和の祈りの日」のご案内 

  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 

 

 

 

  “にじのいえ”のためにチャリティーコンサート 

日時 9月29日(金) 午後2：00開演 

会場 霊南坂教会 

内容 東海林悦子 ハープリサイタル 

     友情出演 細川順三(フルート奏者) 

料金 全席自由 3,000円 

申込 三川弘子 (℡：048-935-6258) 

主催 日本キリスト教団全国教会婦人会連合 

    “にじのいえ”運営委員会(℡：03-3203-4258)

【問い合わせ】松浦就子(岩槻) ℡048-757-6733 

 

【各個教会関係】 

 鴻巣教会からのお知らせ 

①境内地奉献感謝礼拝 

日時 9月17日(日) 午前10：30から 

会場 鴻巣教会 

説教 「主が味方でなかったなら」 

説教者 石橋秀雄牧師(越谷教会) 

②公開特別講演会 

日時 9月17日(日) 午後1：00から 

会場 鴻巣教会 

講演 「教会を信ず」－こどもを楽しみ、 

人を楽しみ、神のわざを楽しむ－ 

講師 石橋秀雄牧師(越谷教会) 

【問い合わせ】篠原愛義(鴻巣) ℡048-541-0643 

 

≪9月、10月の情報をお寄せください≫ 

締切は毎月20日、ホームページにも掲載します。 

(ホームページは締切がありません) 

◎ＦＡＸ：048-979-1057 

◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

≪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) 

 「埼玉の宣教」 以下がタイトルと執筆者です。 

2003年5月迄。2003年6月～2006年3月は次号紹介。 

【2001年】 

4月 滅びることのない言葉  秋山徹(上尾合同) 

5月 わたしを愛しているか  最上光宏(浦和東) 

6月 赦して 慰め 力づける  石橋秀雄(越谷) 

7月 人間とはなんですか？  白石多美出(春日部) 

8月 何をしてほしいのか   田中かおる(安行) 

9月  それは極めて良かった  中村眞(埼玉新生) 

10月 生命(いのち)を愛するとは  

山ノ下恭二(東大宮) 

11月 私達の命は誰のもの   横山厚志(飯能)  

12月 “少年”のような信仰  山岡創(坂戸いずみ) 

【2002年】 

1月 涙を流す主イエス    藤波良也(毛呂) 

2月 真理とは何か      木ノ内一雄(川越)  

3月 愛の力         西海静雄(吉川) 

4月 キリストの復活     島隆三(西川口)  

5月 開いてください、主よ  高橋悦子(桶川) 

6月 主イエスに愛に恋    佐藤浩之(行田)  

7月 イエス様の本当の弟子になるとは 

疋田國磨呂(大宮)  

8月 流血の町       桜井義也(所沢みくに) 

9月 三十倍、六十倍、百倍  山岡磐(初雁)  

10月 ソラ・フィデ      遠藤富寿(埼大通り)  

11月 造られ、結びあわされて 柳下仁(北川辺)  

12月 主イエスは貴方の家に来られる  

齋藤康彦(本庄旭)  

【2003年】 

1月 主イエスにお会いしましょう 

               山田称子(浦和別所) 

2月 わたしについて来なさい 森淑子(狭山) 

3月 なくてはならぬもの   三浦修(埼玉和光)  

4月 見えるようになりたい  石神稔(西上尾) 

5月 「べてるの家」を知っていますか？  

              長尾邦弘(小川)  

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 


