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4 月の予定
8 日(日) ホームページ委員会
テレビ電話(スカイプ) 9：00ｐｍ
9 日(月) 伝道委員会
大宮教会 6：30ｐｍ
16 日(月) 婦人部総会
大宮教会 10：00ａｍ
17 日(火) 教師委員会
大宮教会 10：00ａｍ
教育委員会
川口教会 6：30ｐｍ
22 日(日) 狭山伝道所献堂式
狭山伝道所 3：00ｐｍ
28 日(土) 志木教会献堂式
志木教会 1：30ｐｍ
29 日(日) 社会委員会
和戸教会 3：00ｐｍ

教会・教師の動き
▽浦和東教会・永井二三男牧師が主任担任教師として
4 月に就任されます。
▽熊谷教会・布村伸一牧師が主任担任教師として 4 月
に就任されます。
▽所沢みくに教会・最上光宏牧師が主任担任教師とし
て 4 月に就任されます。
▽シャロンのばら伝道所・鈴木証一牧師が主任担任教
師に就任、鈴木一義牧師が担任教師となります。
≪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。

今月の集会案内等
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

来月の集会案内等

お知らせ・お願い
【地区関係】
第 6 回 IT 祭り開催にあたってのお願い
第 6 回ＩＴ祭りを下記の要領で開催します。
テーマは「私のＰＣ＆インターネット利用法(パ
ート 2)−知って得する驚きの利用法−」です。
「スカイプ(無料のテレビ電話)」や「グーグルアー
ス地球シュミュレーション」を紹介しますが、
その他現在こんな利用の仕方をしているとか、
こんな便利なサイトを利用しているといった情
報をお持ちの方は、是非お知らせ下さい。当日は
礼拝堂にＰＣを持ち込み、インターネットを利用
できますので、お話をされることも可能ですし、
また当日来られなくとも情報提供だけでも結構
です。
メールまたはＦＡＸでご連絡ください。宜しくお
願いします。
・メール toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp
・ＦＡＸ 048‑979‑1057
※フリーマーケットも同時開催します。
出店ご希望の方は、6 月 3 日(日)までにご連絡く
ださい。個人でも教会単位でも出店できます。
記
日時 6 月 16 日(土) 午後 1：30〜3：30
会場 埼玉新生教会
テーマ「私のＰＣ＆インターネット利用法
(パート 2)
− 知って得する驚きの利用法 − 」
発表 ①スカイプ(無料のテレビ電話)
②グーグルアース地球シュミュレーション
レポート 埼玉地区教会のホームページの現状
▽フリーマーケット 午後 1：00〜1：30
午後 3：30〜4：00
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048‑852‑1379

5 月 19 日(土) 環境問題講演会
時間 午前 10：00〜12：00
会場 埼大通り教会
講演 「生かされて在るいのちの共生」
− 原初史(創世記 1〜11 章)を通して −
講師 高柳富夫牧師(中野桃園教会)
（農村伝道神学校教師）
参加費 300 円
講演内容 1.創世記 1 章「いのちの肯定」
2.創世記 2〜4 章「関係としての死」
3.創世記 6〜9 章
「暴虐と破壊 −祝福と保持」
4.創世記 11 章「多様性の祝福」
5. 生かされて在るいのちの共生
【問い合わせ】飯野敏明(本庄) ☎0495‑22‑2785
http://www5b.biglobe.ne.jp/ saitama/
制作：ホームページ委員会
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お知らせ・お願い
☺ １区教師会のご案内
日時 5 月 7 日(月) 午前 10：30〜午後 1：00
会場 大宮教会
礼拝 山野忠男牧師(日野原記念上尾栄光)
発題 石神稔(西上尾)
【問い合わせ】石神稔(西上尾) ☎048‑863‑9476
 ３区教師会のご案内
日時 5 月 14 日(月) 午前 10：30 から
会場 本庄旭教会
礼拝 齋藤康彦牧師(本庄旭)
発題 柳下仁牧師(北川辺)
▽新任教師歓迎会
【問い合わせ】篠原愛義(鴻巣) ☎048‑541‑0643
【各個教会関係】
 桶川伝道所チャリティーコンサートのご案内
日時 4 月 8 日(日) 午後 2：30 から
会場 桶川伝道所
出演 黄原亮司氏
(東京交響楽団副首席チェリスト)
水野由美氏(武蔵野音大非常勤講師)
曲目 「鳥の歌」
「ペトルーシカ」等
チケット 大人 1100 円
こども 700 円
▽茶菓の時があります。
恒例の「桶川伝道所会堂・伝道所債返済のため
のチャリティーコンサート」です。
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048‑787‑5921

埼玉中国語礼拝伝道所 6 周年記念特別伝道礼拝
日時 6 月 17 日(日) 午後 3：00 から
会場 上尾合同教会
第 1 部：礼拝
説教 古屋安雄先生(聖学院大学教授)
第 2 部：賛美
賛美 マルセまゆみさん(お笑い伝道者)
▽この日をお覚えください。是非ご出席ください
ますようご案内申し上げます。
【問い合わせ】李秀雲(埼玉中国語礼拝)
☎048‑591‑6215

埼玉地区総会報告
2007 年 3 月 21 日(水)、埼玉和光教会を会場として、
2007 年度の埼玉地区総会が開催されました。開会礼拝
は、所沢みくに教会の桜井義也牧師が担当されました。
議長は最上光宏牧師(浦和東・地区委員長)が務めまし
た。
出席者は開会時点で正議員 135 名のうち 102 名。
(1)地区委員長選挙
最上光宏牧師(浦和東)が 2 期 4 年を務めた為、新し
い地区委員長を選出することになりました。
まず予備選挙を行い、秋山徹(上尾合同)、中村眞(埼
玉新生)、疋田国磨呂(大宮)、深見祥弘(東所沢)、山岡
創(坂戸いずみ) (50 音順)の各牧師が選ばれました。
本選挙の結果、過半数の得票者がいなかったため、上
位 2 名の決選投票を行ない深見祥弘牧師が新委員長に
決まりました。次点は中村眞牧師。
(2)地区委員選挙 (半数改選)
教職 金田佐久子(西川口・再)、栗原清(武蔵豊岡・新)、
森淑子(狭山・新)
信徒 豊川昭夫(越谷・再)、石塚寿男(大宮・新)
留任は教職・飯野敏明(本庄)、田中かおる(安行)、竹
内紹一郎(深谷西島)、信徒・阿久澤紀雄(安行)、

石川幸男(大宮)
なお、山岡創牧師(坂戸いずみ)とアンダーソン礼子姉
(埼大通り)は 2 期 4 年を務め満了となりました。
(3)2007 年度宣教活動計画
主題 「喜びと重荷を分かち合おう！」
聖句 「一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に
苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共
に喜ぶのです」 (コリントの信徒への手紙Ⅰ 12：26)
①災害対応について：災害対応の学びを行う。
②子どもの問題と教会教育の充実：ＣＳ教師研修会を
毎年実施する。
③常設委員会の任期制：各教会・伝道所から各委員会
へ委員を推薦して欲しい。
④教区との連帯：教区内の連帯と連携をさらに密にし
てゆく。
(4)2007 年度地区一般会計予算
総額 6,562,924 円。各教会の分担金は 2006 年度とほ
ぼ同額。
(5) 地区会計監査委員選出の件、地区総会議事録確認
に関する件、次回地区総会会場及び日程の件は埼玉地
区委員会に付託。
◎地区総会終了後、2007 年度第 1 回地区委員会が開
催され、副委員長：田中かおる、書記：竹内紹一郎、
会計：阿久澤紀雄、補助書記：豊川昭夫、補助会計：
石塚寿男に決定。その他、常設委員会・特設委員会等
の担当・役割分担が決定した。
≪5 月、6 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

{ 埼玉和光教会がホームページを開設
ＵＲＬは下の通りです。
http://swakochurch.hp.infoseek.co.jp/index.html
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