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    6月の予定 

 2日(土) 中学生・ＫＫＳ新入生歓迎会 

       坂戸いずみ教会 11：00ａｍ 

 5日(火) 教師委員会 

       大宮教会 2：00ｐｍ 

12日(火) 教育委員会 

       安行教会 6：30ｐｍ 

16日(土) 第6回 I T 祭り 

       埼玉新生教会 1：30ｐｍ 

17日(日) 社会活動委員会・社会委員会 

       埼大通り教会 3：00ｐｍ 

     アーモンドの会委員会 

       埼玉和光教会 4：00ｐｍ 

18日(月) 教会全体修養会委員会 

       埼大通り教会 6：30ｐｍ 

23日(土) 教会音楽講習会 

       大宮教会 10：30ａｍ 

【関東教区の主な予定】 

7日(木)～8日(金) 教区教会婦人会連合総会・修養会

       ホテル小柳（新潟県湯田上温泉) 

教会・教師の動き 

○ 本庄旭教会・川上清樹牧師が3月をもって辞任。 

○ 4月、上尾使徒教会・小倉義明牧師(代務)が辞任。

  松本のぞみ牧師が就任。 

○ 東京聖書学校吉川教会・岡田はるみ伝道師が就任。

○ 4月22日、狭山伝道所の献堂式が行われました。

○ 4月28日、志木教会の献堂式が行われました。 

○ 5月19日、所沢みくに教会・最上光宏牧師の就任

  式が行われました。 

○ 5月20日、シャロンのばら伝道所・鈴木証一牧師

  就任式が行われました。 

 

6月2日(土) 中学生・ＫＫＳ新入生歓迎会 

  時間 午前11：00～午後2：00 

  会場 坂戸いずみ教会 

  内容 礼拝（説教：森淑子牧師）とバーベキュー

    参加費 300円 

  【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036

 

6月16日(土) 第6回 I T 祭り 

  時間 午後1：30～3：30 

  会場 埼玉新生教会 

  テーマ「私のパソコン＆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－ 

  発題 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

     ③カシミール3Ｄ   

  ※スカイプを使って長野県岩村田教会の横山厚志

牧師と直接話をする予定です。        

  レポート 埼玉地区教会のホームページの現状 

  ▽フリーマーケットも同時開催 

    午後1：00～1：30  午後3：30～4：00 

  ▽フリーマーケットへ出品しよう！！ 

    ・衣料、雑貨、物産他、自由に販売できます。

    ・出品料他、費用は一切かかりません。ご希

望の方は、6月3日(日)までに申込下さい。

 【申し込み先】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

 

6月23日(土) 教会音楽講習会 

  時間 午前10：30～午後2：30 

  会場 大宮教会 

  テーマ「詩編を歌う」 

  講演 吉岡光人牧師(吉祥寺教会) 

  賛美指導 稲生勝也牧師(毛呂教会) 

  会費 500円(昼食と「讃美歌21」をご持参下さい)

 【問い合わせ】長尾愛子(小川) ☎0493-74-2027 

 

7月2日(月)～3日(火) 教師一泊研修会 

  会場 別所沼会館 

  講師 平野克己牧師(代田教会) 

  テーマ「説教を新たに －レトリックの視点から」 

  申込締切 6月11日(月) 

 【問い合わせ】篠原愛義(鴻巣) ☎048-541-0643 

 

7月2日(月) 婦人部全体研修会 

  時間 午前10：00～午後2：00 

  会場 大宮教会 

  開会礼拝説教 森淑子(狭山) 

  講師 川村輝典牧師(弦巻教会) 

 【問い合わせ】川田光江(越谷) ☎048-962-2213 

 

7月8日(日) 役員・伝道委員研修会 

  時間 午後3：00～5：00 

会場 大宮教会 

テーマ『埼玉伝道の現状と幻』（パート2） 

発題 「信徒が喜んで信仰の子どもを生む伝道」 

        疋田國磨呂牧師(大宮) 

     「野の花を見よ」 

        長尾邦弘牧師(小川) 

     「開拓伝道に関わって見えたこと」 

        荒井菊一兄(北川辺) 

▽発題の後、分団に分かれて、話し会いと交わ 

 りの時を持ちます。各教会の現状と埼玉伝道の 

 幻について共に語り、祈り、励まし合えればと 
願っています。伝道に関心のある方はどなたで

も奮ってご参加下さい。 
  ▽今回は、各教会の伝道方策の情報交換も行ない 

   ます。「新来者に渡している教会案内や月報」 

などがありましたら、参加される方は10部程 

お持ちください。 

  【問い合わせ】竹内紹一郎 ☎048-575-2723 

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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お知らせ・お願い 
【地区関係】 

 教会全体修養会のご案内 

  日時 8月7日(火)～9日(木)  

会場 軽井沢・南ヶ丘倶楽部 

  主題「ゆたかな教会生活  

－教会・礼拝・信仰生活－」 

  講師 大沢秀夫牧師(松本教会) 

  費用 大人(中学生以上) 20,000円 

     子ども(3歳以上)  10,000円 

     3歳未満 無料 

  申込 教会毎にまとめて申込ください。 

     申込書は各教会へ配布してあります。 

  締切 7月2日(月) 

【問い合わせ】平沢功(埼大通り) ☎048-852-2735 

 

 地区分担金納入のお願い  

2007年度、埼玉地区の働きが始まりました。 

毎年、この時期、地区会計は各委員会に交付金を

支出することに苦慮しております。 

7月には教師一泊研修会、8月には教会全体修養

会が予定されています。 

それぞれの教会・伝道所には事情のあることと思

いますが、分割でも結構ですので、分担金の納入

をお願いいたします。 

    埼玉地区委員長 深見祥弘(東所沢) 

 

 地区からのお願い 

  各教会・伝道所で教師の異動がある場合は、埼玉

  地区委員長にお知らせください。 

  【埼玉地区委員長】深見祥弘(東所沢) 

 ☎04-2945-5169 

  アジア学院生ホームステイ (地区婦人部活動)  

6月2日(土)～4日(月) 

今年の地区内のホストファミリーは以下のご家庭

です。お祈りのうちにお覚えください。 

・齋藤勝子姉(安行) 

・森淑子牧師(狭山) 

・橋本啓子姉(上尾合同) 

 

【各個教会関係】 

 埼玉和光教会「憲法学習会」のご案内  

日時 6月10日(日) 午後2：00～4：00 

会場 埼玉和光教会 

テーマ「わたしたちの憲法とどう向き合うか」 

       － 9条、20条、99条などを中心に －

講師 西川重則氏(日本基督改革派東京教会員) 

参加費 無料 

▽参考図書 西川重則著「わたしたちの憲法」をお

読みの上ご参加下さい。 

【問い合わせ】真壁日史郎(埼玉和光) ☎048-461-2177

 

 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 

 熊谷教会がホームページを開設 

  ＵＲＬは下の通りです。 

  http://www2.ocn.ne.jp/~kchurch/ 

 【関東教区関係】 
☺ 関東教区婦人会連合総会・修養会のご案内  

日時 6月7日(木)～8日(金)  

     (7日午後0時受付 8日午前11：50解散) 

会場 ホテル小柳（新潟県湯田上温泉) 
主題 「生き生きとした希望」 
講師 下稲葉康之先生 

(特別医療法人栄光会栄光病院院長) 
【問い合わせ】川田光江(越谷) ☎048-962-2213 

 
（お詫びと訂正） 
先月号(5月号)の裏面に掲載しました「2006年度埼玉

地区各部・各委員会名簿」の名前に一部誤りがありま

した。お詫びと訂正を致します。 
・教師委員会 
  長尾邦弘(小川) → 土橋誠(飯能) 
・青年部（顧問） 
  田中かおる(安行) → 森淑子(狭山) 
・社会委員会 
  黒田元(上尾合同) → 黒川元(上尾合同) 
 

≪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) 

 

≪7月、8月の情報をお寄せください≫ 

各個教会の情報もお寄せください。 

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 

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 


