埼玉地区月報 No.132
i

2007.11.25 発行

12 月の予定

9 日(日) 川口教会・本間一秀牧師就任式
川口教会 10：30ａｍ

今月の集会案内等
12 月 9 日(日) 川口教会・本間一秀牧師就任式
時間 午前 10：30 (礼拝の中で行います)
会場 川口教会
司式 飯塚拓也牧師(関東教区副議長)
【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048‑251‑6039

教会・教師の動き
○ 10 月 27 日(土)、志木教会・泉幼稚園の教会堂・
園舎完成記念会が行われました。
○ 11 月 24 日(土)、本間一秀師(川口)が按手、棚橋
千恵美姉(越谷)が准允を受けられました。

報

告

【各集会参加者数】
・伝道と賛美の集い (10／27)
・ＣＳ生徒大会 (11／23)
・教会音楽講習会 (11／24)

90 名・21 教会
106 名・13 教会
34 名・15 教会

≪1 月、2 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
最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。

来月の集会案内等

お知らせ・お願い

1 月 14 日(月) 新年合同礼拝
時間 午前 10：30〜午後 0：30
会場 聖学院大学チャペル(緑聖教会)
説教者 小倉義明先生(聖学院院長)
(女子聖学院中学・高等学校長)
聖餐式 繪鳩アツエ牧師(越生)
都築英夫牧師(秩父)
▽今年は 3 区合同の礼拝です。
日進駅、宮原駅より徒歩 15〜20 分です。
当日は祝日の為スクールバスは運行しません。
駐車場は北門駐車場と 7 号館奥駐車場をご利用
ください。
▽礼拝後の報告の時間に、成人式を迎えた青年が
いれば、紹介し、深見祥弘地区委員長が祝福の
祈りを致します。
【問い合わせ】田中かおる(安行) ☎048‑296‑4002

【各個教会関係】
< 西川口教会「ゴスペル夕拝」のご案内
日時 12 月 16 日(日) 午後 3：00〜4：00
会場 西川口教会
説教者 金田佐久子牧師
演奏 ゴスペルクワイヤ JOIN With
吉澤みさこ(キーボード)＆稲野展司（ピアノ）
▽入場無料、献金あり
【問い合わせ】西川口教会 ☎048‑252‑7036

1 月 26 日(土) ＣＳ教師研修会
時間 午前 10：30〜午後 2：30
会場 大宮教会(予定)
講師 森田暁子氏(池袋西教会)
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049‑283‑0330
1 月 28 日(月) 教師半日研修会
時間 午前 11：00〜午後 3：00
会場 大宮教会
講演 「キリスト教葬儀と日本の習俗について」
講師 奥田幸平兄(埼玉新生教会役員)
(輝セレモニー事業部代表取締役)
▽昼食の準備をしますので、土橋誠牧師(飯能)
宛て、ＦＡＸ(042‑972‑2511)で 1 月 10 日(木)
までにお知らせください。
【問い合わせ】山添順二(岩槻) ☎048‑756‑0468
http://www5b.biglobe.ne.jp/ saitama/

 東大宮教会クリスマスイブ礼拝
・マリンバコンサートのご案内
日時 12 月 24 日(月) 午後 7：00 から
会場 東大宮教会
説教者 山ノ下恭二牧師
演奏と証し 野田愛氏(マリンバ)
【問い合わせ】東大宮教会 ☎048‑684‑5323
 埼玉新生教会「ゴスペル・チャーチ・コンサート」
日時 12 月 24 日(月) 午後 1：00 から
会場 埼玉新生教会
出演 しんせいクールズクワイア
＆しんせいプレイズクワイア
▽入場無料です。駐車場あります。
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048‑852‑1379

≪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)
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お知らせ・お願い
【各個教会関係】
b「初笑いしんせい寄席」のご案内
日時 1 月 19 日(土) 午後 2：00 から
会場 埼玉新生教会
出演 古琴亭志ん軽さん(代々木上原教会会員)
落語「福音噺」
豊川耕颯さん(耕象流師範／越谷教会員)
詩吟「アメージンググレイス」他
▽入場無料、駐車場あります。
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048‑852‑1379
【一般関係】
「県南四市クリスマスの夕べ」のご案内
日時 12 月 4 日(火) 午後 7：00〜8：30
会場 川口総合文化センター リリア音楽ホール
説教者 播義也先生
（恵泉キリスト教会埼京のぞみチャペル）
ゲスト演奏者 西澤顕子姉(パイプオルガン)他
▽入場無料 どなたでもおいでください。
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048‑252‑7036

k「2007 さいたま市民クリスマス」のご案内
日時 12 月 1 日(土) 午後 3：00 から
会場 さいたま市民会館おおみや（大ホール）
出演 プロゴルファー中嶋常幸・律子夫妻、
ウクライナの歌姫
オクサーナ・ステパニュック
＊チラシでは、中嶋プロはビデオメッセージとな
っていますが、当日出演できることになりまし
た。ご期待ください。
▽入場有料です。500 円
【問い合わせ】さいたま市民クリスマス実行委員会
☎048‑641‑6148
【地区関係】
「埼玉地区デー」献金のお願い
埼玉地区では毎年１月の成人の日に、埼玉地区新
年合同礼拝を開催しております。特に、この日を
「埼玉地区デー」と定めて地区の一致と連帯を推
進してまいりました。この「埼玉地区デー」を中
心に、毎年地区諸教会伝道所による講壇交換礼拝
も行われております。
そこで、この日に埼玉地区の活動とその一致と連
帯を覚えて、
「地区デー」献金をお献げいただきた
く、ここにお願い申し上げます。
なおご献金は、
「地区デー」当日の新年合同礼拝の
際にお持ちいただいて、埼玉地区委員にお渡しく
ださい。ご都合のつかない方は、下記の口座にお
振込みください。振込みの場合は振替用紙に
地区デー献金 と明記してください。
郵便振替口座 ００１３０−２−４１３１２７
口 座 名
日本基督教団埼玉地区
以上、よろしくお願いいたします。
【問い合わせ】地区書記・竹内紹一郎(深谷西島)
☎048‑575‑2723

{ 1 区教師会のご案内
日時 1 月 21 日(月) 午前 10：30〜午後 1：00
会場 埼大通り教会
内容 ①開会礼拝 平沢功牧師(埼大通り)
②発表 「教会の世代交代」
永本慶子牧師(西川口)
③2008 年度一区教師会スケジュール（案）
④諸連絡・近況報告（昼食代：1,000 円）
▽昼食の準備をいたしますので、出欠については、
平沢功牧師(埼大通り)まで、ＦＡＸまたは電話で
今年中にご連絡くださいますよう、お願いいたし
ます。
ＴＥＬ＆ＦＡＸ：048‑852‑2735
【問い合わせ】石神稔(西上尾) ☎048‑863‑9476
¬ 教職メーリングリストの登録のお願い
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
教職 24 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

~「早川章弘・ 細川佳那枝・ 板橋亮ジョイントライブ
ツアー 07−08(仮称)」のご案内
日時 12 月 16 日(日) 午後 6：30 から
 各委員会・各部へのお願い
会場 埼玉新生教会
埼玉地区総合協議会を 2008 年 2 月 15 日(金)午後 7
出演「日本口笛コンクール」にて一位を受賞しまし
時より、大宮教会で開催いたします。各委員会・各
た口笛奏者 早川章弘氏と、作曲家 細川佳那
部におかれましては、この日までに、①2008 年度委
枝氏とサックスの板橋亮さんのコンサート
員構成、②2008 年度計画・委員会日程、③2008 年
▽入場有料です。チケットを取り扱っています。
度予算について話し合いをしていただきますよう、
前売り 1500 円、当日 2000 円
お願いいたします。協議会開催の詳細につきまして
駐車場あります。
は、後日、お知らせいたします。
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048‑852‑1379
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