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8 月の予定

7 日(火)〜9 日(木) 教会全体修養会
軽井沢・南ヶ丘倶楽部
12 日(日) 熊谷教会・布村伸一伝道師就任式
熊谷教会 3：00ｐｍ
13 日(月)〜15 日(水) 中学生・ＫＫＳ夏期キャンプ
ロッジ遊山（妙高市関川池の平）
15 日(水) 平和を求める 8・15 集会
大宮教会 10：00ａｍ
19 日(日) 社会委員会
本庄教会 3：00ｐｍ
アーモンドの会
小川教会 4：00ｐｍ
20 日(月) 最寄り２区教師会家族会
武蔵豊岡教会 2：30ｐｍ

教会・教師の動き
○ 桜井義也牧師は、6 月教区常置委員会で教区巡回教
師として承認を受けられ、働きを始められました。
○ 東京聖書学校吉川教会担任教師、岡田はるみ伝道
師就任式が、7 月 15 日（日）行われました。
○ 浦和東教会、永井二三男牧師就任式が、7 月 22 日
(日) 行われました。

報

告

【各集会参加者数】
・環境問題講演会(5／19)
・中学生・ＫＫＳ新入生歓迎会(6／2) 36 名・13 教会
・第 6 回ＩＴ祭り(6／16)
25 名・11 教会
・教会音楽講習会(6／23)
55 名・21 教会
・婦人部全体研修会(7／2)
147 名・39 教会
・教師一泊研修会(7／2〜3)
33 名・31 教会
・役員・伝道委員研修会(7／8)
96 名・22 教会
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
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
【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
費用 15,000 円
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048‑252‑7036

来月の集会案内等
9 月 24 日(月・祝) 第 13 回アーモンドの会
時間 午前 10：00〜午後 4：00
会場 大宮教会
主題 「障害者自立支援法をめぐって」
― 今、問われていることは何か ―
講師 赤塚光子氏
(立教大学コミュニティー福祉学部教授)
立証者 阿久澤紀雄さん(安行教会信徒)
会費 1,000 円(受講料、昼食代含む)
申込 ＴＥＬ又はＦＡＸ
0493‑72‑4904(小川教会)
出来るだけ教会ごとまとめてお申込下さい。
締切 9 月 5 日(木)
【問い合わせ】長尾邦弘(小川) ☎0493‑72‑4904
9 月 29 日(土) 災害対応について学ぶ会
時間 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、㈱松下設計社長
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。
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049‑283‑0330

お知らせ・お願い

8 月 15 日(水) 平和を求める 8・15 集会
時間 午前 10：00〜正午
【各個教会関係】
会場 大宮教会
埼大通り教会・平和集会「朗読劇」のご案内
講演『なぜ、
「君が代」を弾かなければならない
日時 8 月 12 日(日) 午後 2：00 から
のですか』
会場 埼大通り教会
〜「日の丸・君が代」の強制に抗して〜
朗読劇「この子たちの夏」− 今いのちを覚えて
講師 佐藤美和子氏(ピースリボン裁判原告)
入場 無料
参加費 300 円
▽終了後に懇談の時をもちます。ご参加下さい。
【問い合わせ】飯野敏明(本庄) ☎0495‑22‑2785
【問い合わせ】平沢功(埼大通り) ☎048‑852‑2735
http://www5b.biglobe.ne.jp/ saitama/
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お知らせ・お願い
【地区関係】
} 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

柏崎訪問報告(新潟県中越沖地震)

7 月 20 日

した。甘楽教会の信徒である諏訪部勝さんが、伝道所
を拠点として、既に地域にボランティア活動に出てお
られました。
私たちは、臼田牧師から地震発生時とその後の状況
を伺いました。今までに体験したことのない、大きな
横揺れだったそうです。コピー機が台の上から吹っ飛
んで、臼田牧師は危うく押し潰されるところだった、
ということでした。
その後、４名の教会員宅を訪問され、全員の無事を
確認されましたが、１名の方の家は半壊（全壊？）状
態だということです。柏崎伝道所そのものは、窓や引
き戸の枠がゆがんで閉まらない状態だということで
す。
その後、臼田牧師に付近の地域を案内していただき
ました。比較的新しい建物は大丈夫なのですが、古い
木造の家の多くが傾くか、完全にぺしゃんこになって
いる家も幾つかありました。また、多くのブロック塀
や石灯篭が倒壊していました。
１８日の時点でライフ・ラインは、電気は来ている
が、ガスと水道が不通ということでした。
午後４時半、臼田牧師らと祈りを共にして、私たち
は高田教会へと出発しました。柏崎から上越高田へ向
かう道は、北陸自動車道が米山―柿崎間で不通のため、
国道８号線を柿崎インターまで走ることにしました。
８号線も大渋滞でした。このまま進んで柿崎インター
で乗っても高速がまた渋滞かも知れないと考えて、途
中から一般道を走ることにしました。
ところが、高田教会へ到着する少し前に、柏崎伝道
所から電話が入り、同教会の森言一郎牧師が柏崎にお
いでになっていると連絡がありました。私たちの到着
予定が大幅に遅れたため、心配して柏崎までおいでに
なられたようです。私が柏崎から電話を入れた時は留
守で、既にその時、柏崎に向かわれていたものと思わ
れます。
上越高田の街は一見したところ、特に被害はないよ
うに見受けられました。高田教会に７時に到着し、お

見舞いだけお届けして、埼玉への帰路に着きました。
先に、柏崎ボランティアセンターが柏崎伝道所内に
設置されたことは記しましたが、同センターは主に、
教会関係者でボランティア活動においでになる方の
宿泊のお世話をしてくださるということです。活動そ
のものについては原則、柏崎市災害ボランティアセン
ターに連絡を取り、その指示に従ってくださいとのこ
とです。連絡先は以下のとおりです。
・柏崎ボランティアセンター・柏崎伝道所内
０２５７−２１−６９９２
・柏崎市災害ボランティアセンター
０２５７−２２−１４１１ ks-14@syakyou.jp
今回の訪問で、桜井義也牧師が７月２１日（土）〜
２２日（日）
、柏崎ボランティアセンターの受付・電
話番をされることになりました。お祈りください。
今後、埼玉地区としても災害対応委員会を中心にま
とまって活動する機会があると思いますので、その際
は追って各教会伝道所また個人登録されている方々
に連絡いたします。可能な方はご協力をお願いいたし
ます。 【埼玉地区災害対応委員会委員長・山岡創】

坂戸いずみ教会・山岡創（埼玉地区災害対応委員会
委員長）です。埼玉地区委員長・深見祥弘牧師（東所
沢）らと連絡を取り、７月１８日（水）
、新潟県中越
沖地震で被災した教会のお見舞い訪問、また被災地の
状況を自分たちの目で確認するために出かけました。
これは、昨年度、埼玉地区に災害対応委員会が設けら
れてより、初めての活動となりました。メンバーは、
深見牧師、埼玉地区書記の竹内紹一郎牧師（深谷西
島）
、災害対応委員会委員の飯野敏明牧師（本庄）
、三
関東教区「新潟県中越地震」被災教会・被災地支援
羽善次牧師（和戸）
、同委員会顧問の桜井義也牧師、
センター統括主任
飯塚拓也牧師からの注意連絡（柏
と私の６名でした。
崎ボランティアセンターを拠点として活動する場合）
花園インターから関越高速に乗って一路、新潟へ。
①事前に連絡をしていただきたく思います。
順調かと思いきや、長岡ジャンクションを過ぎて北陸
連絡先 柏崎ボランティセンター
自動車道に乗り入れたあたりから大渋滞に。
（北陸自
（柏崎伝道所内 0257-21-6992）
動車道・西山―柏崎間は、ところどころひび割れ、陥
但し、教会単位等でボランティアをされる場合は、
没、隆起、道路の継ぎ目に段差ができていました）柏
運営委員会委員長・上島一高牧師（新潟教会
崎伝道所に到着したのは午後３時でした。途中、ひび
025-222-3420）を通して頂きたくお願い致します。
割れ、陥没した道路や倒壊した家やブロック塀等を少
②柏崎伝道所には、寝る場所の提供をお願いしまし
なからず目の当たりにしました。
た。従って、それ以上の用意はありませんので、寝
柏崎伝道所には、臼田宣弘牧師のほか、新井純牧師
具・食料等は各自でご用意ください。
（食料は現地
（十日町）
、西川幸作牧師（三条）がいらっしゃいま
で購入していただきたいと思います。少しでも、地
した。既に、上島一高牧師（新潟）を委員長とする柏
域経済に協力したいと願いますので）
崎ボランティアセンター運営委員会が柏崎伝道所内
③軍手等の用意もお願いします。
に立ち上げられ、同日午前から活動が開始されていま
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