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    12月の予定 

10日(日) 羽生伝道所・木谷英文担任教師就任式 

       羽生伝道所 2：30ｐｍ 

 

今月の集会案内等 

12月10日(日) 羽生伝道所・木谷英文担任教師就任式

  時間 午後2：30から 

  会場 羽生伝道所 

  司式 飯塚拓也牧師(関東教区書記) 

 【問い合わせ】小田原紀雄(羽生) ☎048-561-7612 

来月の集会案内等 

1月5日(金) 中学生・ＫＫＳ新年会 

  時間 午前10：30～午後1：00 

  会場 西川口教会 

  内容 10：30～11：00 開会礼拝 

          本間一秀牧師（川口） 

     11：00～13：00 おもちつき・食事 

  参加費 500円（交通費は全額負担します） 

  ▽今年度は日程の関係でクリスマス会ではなく 

新年会をします。 

   みんなで楽しくおもちつきをしましょう！

お待ちしています。 

【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036 

 

1月28日(日) 青年の集い 

  時間 午後4：00～7：00 

  会場 埼玉新生教会 

  内容 賛美フェスタ 

  ゲスト 張愛姫さん(大宮) マリンバ演奏 

  ▽各教会の青年の皆さん、ぜひご参加ください。

 【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330

 1月8日(月・祝) 新年合同礼拝 

 １区【会  場】埼玉新生教会 

    【説教者】洪性完牧師(大韓基督教会大宮教会)

        ・子供説教も洪牧師 

   【聖餐式】中村眞牧師(埼玉新生) 

         永本慶子牧師(西川口) 

 ２区【会 場】小川教会 

    【説教者】深見祥弘牧師（東所沢） 

    【子供説教】土橋誠牧師（飯能） 

    【聖餐式】池田玲二牧師（志木） 

 ３区【会 場】深谷教会 

   【説教者】中谷清牧師(熊谷) 

        ・子供説教も中谷牧師 

   【聖餐式】高橋悦子牧師(桶川) 

         都築英夫牧師(秩父) 

 ▽開始時間は各会場とも、午前10：30です。 

お知らせ・お願い 

 桶川伝道所会堂建築伝道所債返済のための 

“チャリティーコンサート＆あかしの時”のご案内 

日時 12月3日(日) 午後2：00～3：40 

会場 桶川伝道所 

テーマ 「生かされる喜び」 

出演 渡辺實さんと伸ちゃん (腹話術) 

     渡辺幸子さん (証し) 

     アンサンブルサンクチュエール弦楽奏と 

声楽  (高倉健、下公子、片岡圭子) 

     曲目：誰も寝てはならない、アメイジング

グレイス他 

内容 きらめき村、ちいむれ牧場をご家族ぐるみ

で経営しておられる渡辺實ご夫妻、知的障

がい、精神障がいを担っておられる青年方

と共に生活し、神から与えられて“弱いと

きにこそ強い”生きた証しを語って下さい

ます。「喜びせんべい」の発案者。 

【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

  「県南四市クリスマスの夕べ」のお知らせ  

日時 12月1日(金) 午後7：00（開場6：30） 

会場 蕨市民会館（蕨市中央4-21-29） 

メッセージ 高尾利彦先生（川口福音自由教会） 

出演 黄原亮司氏（チェロ奏者）・連合聖歌隊 

・子供聖歌隊 

入場無料 席上献金有り 

主催 県南四市(川口・戸田・鳩ヶ谷・蕨)牧師会 

【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048－252－7036 

 

 岩槻教会「チャーチコンサート」のご案内 

日時 12月9日(土) 午後2：00から 

会場 岩槻教会 

内容 第1部 教会のクリスマス 

     ・岩槻幼稚園園児のうた 

     ・メッセージ  ・教会員による降誕劇 

     第2部 聖学院大学フィルハーモニー管弦 

楽団演奏会 

      指揮：村山順吉先生 

  ▽入場無料 

【問い合わせ】岩槻教会 ☎048-756-0468 

 

「初笑いしんせい寄席」のご案内  

日時 1月20日(土) 午後1：30から 

会場 埼玉新生教会 

出演 古琴亭志ん軽さん(三鷹教会員) 

       落語「福音噺」 

   豊川耕颯さん(耕象流師範／越谷教会員)  

       詩吟「いつくしみ深き」他 

▽入場無料、駐車場あります。 

【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ℡048-852-1379 

≪月報を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) 

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.120  (裏面) 教団総会選挙報告 

お知らせ・お願い 
【地区関係】 

「インターＦＡＸ」導入のお知らせ 

 埼玉地区委員会では、11月より緊急連絡網とし 
て、ＦＡＸで地区内全ての教会に一度で送信でき 
る「インターＦＡＸ」を導入しました。 
今後、緊急連絡時に使用します。また各教会で葬 
儀関係など、至急地区内全ての教会へ連絡したい 
時は、地区書記の山岡創までご連絡ください。 

【連絡先】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330 

 
 災害対応委員会からのお願い 

  ①ボランティア登録 
災害対応委員会では、災害時の救援ボランティア 

  活動をするため、事前にボランティアを出来る方 
  の登録をお願いしています。 

教会単位でも、個人でも結構です。下記のメール 
  アドレス又はＦＡＸにて、名前・教会名・住所・ 
  電話番号・ＦＡＸ番号・メールアドレスを記入し 
  て送ってください。 (豊川昭夫兄宛) 
    ・Eメール: toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

    ・ＦＡＸ：048-979-1057 
  ②メーリングリストの登録 
  災害対応委員会では、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

  信教の自由と平和を求める2・11集会のご案内 

  日時 2月11日(日) 午後2：30から 

  会場 埼玉新生教会 

  講演 「安倍内閣と靖国神社問題 － 今なぜ靖国

神社の国家護持を求めるのか －」

  講師 西川重則氏(平和遺族会全国連絡会代表) 

           (日本基督改革派東京教会員) 

  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

 

 地区会計からのお願い 

  2006年度の地区分担金を未納の教会は、出来まし

  たらお早めに納めて下さいますようお願いいたし

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 

報  告 

【各集会参加者数】 

・ＣＳ教師研修会 （9／9）   54名・19教会 

・伝道と賛美の集い (10／29)   131名・40教会 

（第1部 59名・17教会 第2部 72名・23教会）

・ＣＳ生徒大会   (11／3)   123名・15教会 

教会・教師の動き 

○ 会堂建築中の狭山伝道所は、12月中に完成予定で 

  す。引き続きお祈りください。   

 

≪1月、2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。 

（ホームページには締め切りはありません） 

◎ＦＡＸ：048-979-1057 

◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

 

10月24日から26日、第35回日本基督教団総会が

ホテルメトロポリタン(池袋)を会場に開催され、沖縄

教区を除く 16 教区の正議員と推薦議員、准議員合わ

せて約400人が出席した。 

【議長選挙】 

山北宣久 (東京教区)が再選された。 

【副議長選挙】 

小林 眞 (東海教区)が再選された。 

【常議員選挙】 

(教職) 

後宮敬爾(北海) 向井希夫(大阪)  佃真人(兵庫)   

松村重雄(奥羽) 長崎哲夫(東京)  石橋秀雄(関東)  

梅崎浩二(九州) 北村慈郎(神奈川) 小橋孝一(東京)  

佐々木美知夫(四国) 釜土達雄(中部)    

長山信夫(東京) 西田直樹(神奈川) 原田謙(西東京)  

(信徒) 

和田献一(関東) 斉藤仁一(東北) 津村正敏(兵庫) 

金刺一雄(関東) 難波幸矢(東中国)  東谷誠(大阪)  

西澤宏(西中国) 小林貞夫(東海)  高橋豊(西東京)  

望月克仁(神奈川) 大杉弘(中部)  渡部清数(大阪) 

樋田利明(東京)   

 

総会初日。議長報告の中で、教団紛争の時代を「荒

野の 40 年」と評し、議場から反論や質問が相次ぎ、

議長不信任案が出されたが賛成少数で否決となった。 
 二日目は、現行の「世界宣教協力委員会」を「世界

宣教委員会」改組し、委員会の中に6つの小委員会を

設置するという議案をめぐり、議論が紛糾した。 
 「沖縄キリスト教団との『合同のとらえなおし』に

関する件、「『阪神大震災救援募金(第1次募金)』終了」、

『阪神大震災被災教会会堂牧師館再建募金(第３次募

金)終了』の撤廃を求める件」などの議論は、審議未了

のまま廃案となった。 
    (キリスト新聞より一部抜粋) 

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 


