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    7月の予定 

 2日(月)～3日(火) 教師一泊研修会 

       別所沼会館 

 2日(月) 婦人部全体研修会 

       大宮教会 10：00ａｍ 

 6日(金) 教会全体修養会委員会 

       埼大通り教会 6：30ｐｍ 

 8日(日) 役員・伝道委員研修会 

       大宮教会 3：00ｐｍ 

10日(火) 最寄り３区教師会 

       和戸教会 1：00ｐｍ 

教育委員会 

       浦和東教会 6：30ｐｍ 

22日(日) 壮年部委員会 

       和戸教会 2：30ｐｍ 

     浦和東教会・永井二三男牧師就任式 

       浦和東教会 3：00ｐｍ 

     ホームページ委員会 

       西川口教会 4：00ｐｍ 

24日(火) 地区委員会 

       大宮教会 5：00ｐｍ 

教会・教師の動き 

岡村紀子牧師(前 益子教会牧師)は、5月より北鴻巣で

伝道を始められました。 

名称 日本基督教団 北鴻巣集会所 

住所 鴻巣市赤見台1-13 パークシティ鴻巣、駅前 

   プラザ第三団地1-302 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 0485-97-0858 

 

≪8月、9月の情報をお寄せください≫ 

◎ＦＡＸ：048-979-1057 

◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

 

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」

 【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 森淑子牧師(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) 

  ▽分団もあります。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(深谷西島) ☎048-575-2723

 

7月22日(日) 浦和東教会・永井二三男牧師就任式 

  時間 午後3：00から 

  会場 浦和東教会 

  司式 疋田國磨呂牧師(関東教区議長) 

  【問い合わせ】永井二三男(浦和東) ☎048-882-4851

 

8月7日(火)～9日(木) 教会全体修養会 

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。 

  締切 7月2日(月) 

【問い合わせ】平沢功(埼大通り) ☎048-852-2735 

 

8月12日(日) 熊谷教会・布村伸一伝道師就任式 

  時間 午後3：00から 

  会場 熊谷教会 

  司式 疋田國磨呂牧師(関東教区議長) 

  【問い合わせ】布村伸一(熊谷) ☎048-521-6018 

 

8月13日(月)～15日(水) 中学生・KKS夏期キャンプ 

 会場 ロッジ遊山（妙高市関川池の平） 

 講師 石橋秀雄牧師（越谷） 

 テーマ「聖書 ― 御言葉を思いっきり楽しむ」 

申込締切 7月24日（火） 

 定員 50人 

 【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036 

お知らせ・お願い 

【地区関係】 

 最寄り３区教師会のお知らせ  

日時 ７月10日(火) 午後1：00から 

会場 和戸教会 

礼拝担当 三羽善次牧師(和戸) 

発題担当 都築英夫牧師(秩父) 

【問い合わせ】篠原愛義(鴻巣) ☎048-541-0643 
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お知らせ・お願い 
【地区関係】 

 災害対応委員会からのお知らせとお願い 

 ①災害対応について学ぶ会 

  日時 9月29日(土) 午前10：00～12：00 

  会場 大宮教会 

  主題「設計士の視点から見た災害対応への備え」 
  講師 松下充孝氏(大宮教会員、松下設計事務所 

所長、関東教区新潟県中越地震被災教会・ 
被災地支援委員会委員) 

  ▽ぜひご参加ください。 
②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 
 ③教職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 

インターＦＡＸの連絡網の他に、埼玉地区教職 
メーリングリストを作りました。現在の登録者は 
20名です。 

  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

  最寄り２区教師会家族会のお知らせ  

日時 8月20日(月) 午後2：30から 

会場 武蔵豊岡教会 

礼拝 町田さとみ牧師(初雁) 

【問い合わせ】絵鳩アツエ(越生) ☎03-3953-9641 

報告：関東教区総会 

5月28日（月)～29日（火）、大宮ソニックシティ小

ホールにて、第57回関東教区総会が開催されました。

今回の設営担当は栃木地区でした。 

 

第一日目 ５月２８日 

 開会礼拝（説教：潮 義男 牧師）をささげ、仮執行

順序等承認された後、准允式と按手礼式が執り行われ

ました。司式は三浦修教区総会議長です。埼玉地区関

係では、東京聖書学校吉川教会に着任された岡田はる

み先生と、熊谷教会に着任された布村伸一先生が受准

允されました。受准允教師は3名、受按教師は2名で

した。 

 今回の教区総会は、教区三役をはじめ執行部の選出

が大きな議題です。議事と平行して、選挙（投票と開

票結果発表）が進められました。第一日目は教区議長、

副議長選挙が行われました。 

・教区議長 疋田國磨呂牧師（大宮) 

・教区副議長 飯塚拓也牧師（竜ヶ崎教会） 
 

関東教区と姉妹教区（老会）となっている韓国基督

教長老会京畿中部老会の議長はじめ執行部の方々を教

区総会にお迎えして、ご挨拶をいただきました。この

秋に、訪問団を新潟地区が受け入れることになってい

ます。関連で、この交流訪問のための募金についての

議案が出されました。 

全体で協議を尽くすには限界があるので、若干の質

疑応答の後、分科会に回付して協議を深めました。 

 

第二日目 ５月２９日        (右上へ続く) 

 新教区総会議長・副議長より、新しい教区書記に小

池正造先生（東新潟教会）が推薦され、議場の承認を

得ました。次いで宣教部委員長選挙が行われました。

この日は、常置委員の選挙、宣教部委員の選挙も、議

事に平行して行われました。 
・宣教部委員長 平山正道牧師（四条町) 
・常置委員 

教師 秋山徹(上尾合同)、石橋秀雄(越谷)、 
小野團三(桐生東部)、上島一高(新潟)、 
塚本潤一(高崎) 

信徒 大島健一(大宮)、金刺一雄(上尾合同)、 
滝川英子(七里)、諏訪部勝(甘楽)、 
和田献一(氏家) 

 
午前中は、特別委員会報告、分科会報告の途中まで

行われ、午後は逝去教師追悼式が執り行われました。

司式は、前橋中部教会の小峰 擁牧師でした。今年は

３名の逝去教師がおられましたが、埼玉地区関係で

は、隠退教師で最終任地が鴻巣教会の木村アイ先生、

無任所教師で最終任地が日野原記念上尾栄光教会の

千葉巌先生でした。 
 昨年に引続き「新潟県中越地震」被災教会・被災地

支援推進に関する件、が上程されました。教団の「『新

潟県中越地震』被災教会会堂等再建支援募金」（目標

額一億５千万円）の、目標額の５０％を関東教区の目

標額として取り組む旨の議案です。教区は被災教会・

被災地と共に重荷を担う決意をもって、この議案が可

決されました。被災教会の教師と信徒がご挨拶されま

した。 
 憲法改悪に反対し、平和を実現するために祈り行動

する決議に関する件（修正案）、日本国憲法(第２０条

「政教分離」条項）「改正」に反対する件、がそれぞ

れ可決されました。  
 すべての報告と議案の審議を終了し、飯塚拓也教区

総会副議長による閉会礼拝をもって、教区総会は終わ

りました。    報告：金田佐久子(西川口) 
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