
埼玉地区月報 No.123 2007.2.22発行 来月の集会案内等 お知らせ・お願い 

☺    3月の予定 

 2日(金) 世界祈祷日 

       各会場 10：30ｐｍ 

21日(水) 地区総会 

       埼玉和光教会 9：30ｐｍ 

25日(日) 壮年部委員会 

       初雁教会 2：30ｐｍ 

【関東教区の主な予定】 

27日(火)～29日（木) 教区中学生・ＫＫＳキャンプ

       松井田教会 

今月の集会案内等 

3月2日(金) 世界祈祷日   (婦人部活動) 

時間 午前10：30から （受付 10：00） 

  会場 1区：上尾合同教会 

     2区：初雁教会 

     3区：熊谷カトリック教会 

  主催 NCC日本キリスト教協議会(女性委員会) 

  ▽イエス・キリストの十字架の時を覚えて、3月

   の最初の金曜日に定められたこの日を大切に 

   して、すべての人々のために平和を願い、世界

   の姉妹兄弟と共に礼拝を捧げましょう。 

  【問い合わせ】松浦就子(岩槻) ☎048-757-6733 

 

3月21日(水・祝) 地区総会 

  時間 午前9：30～午後3：30 

  会場 埼玉和光教会 

  内容 地区委員長選挙、地区委員選挙、各部各委

員会報告、予算決算、地区宣教活動計画等

  【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330

 

≪4月、5月の情報をお寄せください≫ 

Fax：048-979-1057 Mail:toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp

 

4月16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 疋田勝子牧師(大宮) 

  【問い合わせ】松浦就子(岩槻) ☎048-757-6733 

 

4月22日(日) 狭山伝道所献堂式 

  時間 午後3：00から 

  会場 狭山伝道所 (新住所：狭山市新狭山2-1-6)

  司式 森淑子牧師 

  【問い合わせ】森淑子(狭山) ☎04-2954-8131 

 

4月28日(土) 志木教会献堂式 

  時間 午後1：30から 

  会場 志木教会  

  司式 池田玲二牧師 

  【問い合わせ】池田玲二(志木) ☎048-473-0024 

お知らせ・お願い 

【地区関係】 

✍ 地区委員会からのお知らせ 

3月20日(火)、坂戸いずみ教会にて地区総会準備

をいたします。地区総会で配布したい文書などが

ありましたら、必ず18日(日)までに坂戸いずみ教

会へお送りください。 

（〒350-0231 坂戸市泉町2-16-12） 

議員登録が遅れている教会があります。至急書記

（山岡創049-283-0330）まで連絡してください。 

 

≪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) 

 

 教育委員会からの連絡 

ＣＳ賛助金について連絡です。2月以降の納入金 

は2007年度の会計の扱いになり、次年度に報告 

で記載することになります。ご了承ください。な 

お賛助金納入のための郵便振替口座 

（00120－6－569599「日本キリスト教団埼玉地区 

教育委員会」）は、3月末で閉じ、2007年度内に 

新たに開設予定です。宜しくお願いいたします。 

 【問い合わせ】森淑子(狭山) ☎04-2954-8131 

 

 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、来年 

度は10月下旬開催を予定しています。 

  現在、開催を希望する教会を募っています。その 
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 

い致します。 

  【問い合わせ】濱田辰雄(緑聖) ☎048-664-1234 

 

【各個関係】 

 本庄教会からのオルガンに関してのお願い  

リードオルガンが古くなり、故障を起こすように 

なりました。教会では新規購入を含め、いろいろ 

と検討していますが情報がなく困っています。 

そこでお願いですが、この５年間のうちにオルガ 

ンを購入された教会がありましたら下記の事柄 

について、一点でもお知らせ頂けたら幸いです。 

  １ 購入されたオルガンの機種 予算 

 ２ 購入に当たって特に考慮したこと 

 教会内で機種決定までに討議された事項 

  ３ お使いになっての感想 

お便りはFAXでお願い申します。皆様の教会の上 

に神様の豊かな恵みがありますように。 

  【連絡先】本庄教会 役員会 FAX：0495-22-2785  

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.123  (裏面) 地区総合協議会の報告 報  告 

お知らせ・お願い 
 桶川伝道所住居表示変更のお知らせ  

桶川伝道所の新しい住居表示です。 

・桶川市下日出谷西3-15-1 〒363-0028 

【問い合わせ】高橋悦子 ☎048-787-5921 

 

【関東教区関係】 

 関東教区中学生・ＫＫＳキャンプのご案内  

日時 3月27日(火)～29日(木) 

会場 松井田教会(群馬県安中市) 

主題「いのち －神に与えられた生命を生きる－」

聖句 創世記2章7節 

【問い合わせ】森淑子(狭山) ℡04-2954-8131 

教会・教師の動き 

▽ 闘病生活を続けておられた千葉巌牧師(前・日野原

  記念上尾栄光教会牧師)が1月31日、逝去されま 

   した。2月2日前夜式、3日告別式が行われました。

▽浦和東教会・最上光宏牧師が3月をもって辞任され

 4月より所沢みくに教会に赴任されます。 

▽熊谷教会・中谷清牧師が3月をもって辞任され、４

 より小倉徳力教会(福岡県)に赴任されます。 

【お詫びと訂正】 

2月号の教会・教師の動きのなかで、「桜井義也牧師が

3月をもって隠退」と報告しましたが、「3月をもって

所沢みくに教会を辞任」と訂正いたします。お詫び致

します。 

報  告 

【各集会参加者数】 

・信教の自由と平和を求める2・11集会 (2／11) 

            101名・35教会 

・壮年部総会 (2/18)  28名・15教会 

 

2007 年 2 月 16 日(金)、午後 7 時より大宮教会を会

場として、2007年度の埼玉地区の各部各委員会の活動

計画及び委員名簿の発表と行事日程の調整等を行なう

「地区総合協議会」が開催されました。出席者は23名。 
2007年度の行事日程は、各部各委員会とも例年通り

の行事を予定していました。修養会は 2 年に一度の開

催ですので今年(8月)実施となります。また、新年合同

礼拝(2008年1月14日)は３区合同の礼拝となります。 
 例年と変わったところでは、教育委員会は、CS教師

研修会が隔年毎に開催されていましたが、参加される

皆様の要望に応えるため毎年開催する方向で進めてい

ます。 
 組織としては、昨年は伝道委員会の下部組織であっ

た「礼拝と音楽を学ぶ会」が、自主活動委員会として

「教会音楽委員会」となり活動しました。また災害対

応委員会が発足され「災害対応要領」が作成され、緊

急時の連絡網(インターFAX、教職メーリングリスト、

災害伝言ダイアル171の利用、ホームページに災害専

用掲示板)が整備されました。今年は、組織的な変更は

特にありません。 
 常設委員会(伝道、教育、社会、教師)は任期制を取り

入れ 4 年が経過しましたが、一部では委員の入れ替え

が困難であり、継続性の問題も考えると2期4年の任

期の見直しをして欲しいとの要望もありました。 
 常に主のみ声に聞き従いながら、2007年度も主にあ

る一致と連帯のもと、福音の前進に仕える地区となれ

ますようお祈りいたします。 
2007年度の各部各委員会の主な行事予定 

【地区委員会】 

新年合同礼拝     2008年1月14日(月) 

総合協議会      2008年2月 

【伝道委員会】 

役員・伝道委員研修会 2007年7月8日(日) 

伝道と賛美の集い   2007年10月下旬 

 

【教育委員会】 

中・ＫＫＳ新入生歓迎会 2007年6月2日(土) 

中・ＫＫＳキャンプ 2007年8月13日(月)～15日(水) 

ＣＳ教師研修会  2007年9月 

ＣＳせいと大会  2007年11月23日(金) 

【社会委員会】 

環境問題講演会  2007年5月19日(土) 

8・15集会    2007年8月15日(水) 

2・11集会    2008年2月11日(月) 

【教師委員会】 

教師一泊研修会   2007年7月2日(月)～3日(火) 

【地区通信委員会】 

2007年度第1号発行 2007年7月 

2007年度第2号発行 2007年11月 

2007年度第3号発行 2008年3月 

【ホームページ委員会】 

第6回ＩＴ祭り  2007年6月16日(土) 

【障教懇】 
第13回障教懇   2007年9月24日(月)  

【教会音楽委員会】 

教会音楽講習会   2007年6月 

教会音楽講習会  2007年秋 

【壮年部】 

講演会      2007年9月 

総会       2008年2月 

【婦人部】 

総会       2007年4月16日(月) 

婦人部全体研修会 2007年7月2日(月) 

もより婦人研修会 2007年10月～11月 

世界祈祷日    2008年3月7日(金) 

【青年部】 
青年の集い1   2007年6月2日(土) 

青年の集い2   2007年9月30日(日) 

青年の集い3   2008年2月24日(日) 

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 


