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☃    2月の予定 

 1日(金) 教育委員会 

       浦和東教会 6：30ｐｍ 

 4日(月) 婦人部委員会 

越谷教会 10：00ａｍ 

 8日(金) 災害対応委員会 

       大宮教会 5：00ｐｍ 

11日(月) 信教の自由と平和を求める2・11集会 

       大宮教会 10：00ａｍ 

15日(金) 地区総合協議会 

       大宮教会 7：00ｐｍ 

17日(日) 壮年部総会 

       大宮教会 2：30ｐｍ 

19日(火) 地区委員会 

       大宮教会 5：00ｐｍ 

来月の集会案内等 

3月7日(金) 世界祈祷日   (婦人部活動) 

時間 午前10：30から （受付 10：00） 

  会場 1区：大宮教会 (日本基督教団) 

     2区：志木教会    〃 

     3区：熊谷教会    〃 

  主催 NCC日本キリスト教協議会(女性委員会) 

  【問い合わせ】川田光江(越谷) ☎048-962-2213 

 

3月20日(木・祝) 地区総会 

  時間 午前9：30～午後3：30 

  会場 志木教会 

  内容 地区委員選挙、各部各委員会報告 

     予算決算、地区宣教活動計画等 

  ▽教会の信徒議員を各教会・伝道所の役員会で 

   選任しておいて下さい。 

 【問い合わせ】竹内紹一郎(深谷西島) ☎048-575-2723

 

2月11日(月) 信教の自由と平和を求める2・11集会

  時間 午前10：00～12：00 

  会場 大宮教会 

  講演 「侵略神社・靖国思想の本質」 

  講師 辻子実氏(日本キリスト教協議会 

靖国神社問題委員会委員) 

  参加費 300円 

  主催 社会委員会 

  【問い合わせ】飯野敏明(本庄) ☎0495-22-2908 

 

2月17日(日) 壮年部総会  

  時間 午後2：30から 

  会場 大宮教会 

  議案 活動報告、会計報告等 

  ▽壮年の皆様ぜひ御参集下さい。 

  【問い合わせ】松下充孝(大宮) ☎048-652-0543 

 

2月24日(日) 青年部の集い 

  時間 午後4：00～7：30 

  会場 川越教会 

  テーマ 「鍋を囲んで青年同士の交わりを深め、 

          新年度にも続くよう共に祈る」

  内 容 ①小礼拝 

      ②鍋 

      ③ビンゴゲーム（景品有り！！） 

      ④2008年度執行部の選定 

  ▽案内が必要な方は、15：10までに川越駅にお越

し下さい。 案内役：岡本さん（毛呂教会） 

  ▽リピートの方も初めての方もご参加下さい。 

 【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ℡049-283-0330

 

≪3月、4月の情報をお寄せください≫  締切20日 

◎ＦＡＸ：048-979-1057 

◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

 

【地区関係】 

 地区総合協議会のご案内 

  日時 2月15日(金) 午後7：00から 

  会場 大宮教会 

  内容 各委員会・各部等の次年度の委員編成、計 

     画と日程、委員会日程、予算等を協議し、 

調整。 

  ▽各代表者の方は、当日必ず次年度の委員構成、 

   委員会日程、行事日程をご提出ください。 

  ※夕食はありませんので、各自済ませて来てくだ 

   さい 

【問い合わせ】竹内紹一郎(深谷西島) ☎048-575-2723 
 
 地区総会報告書提出のお願い 

  各委員会・各部等の代表者の方は、地区総会に向 

  けて年度報告をご提出ください。 

書式：Ａ4、余白(上下左右20ミリ)、40行、 

    1字／45字、10.5ポイント、タイトルは 

    16～20ポイント 

  提出期限 2月末日 

  ▽地区書記・竹内紹一郎までご提出ください。 

メールの場合は、必ず添付で送って下さい。 

なお、地区総合協議会(2月15日)にご持参下さ 

っても結構です。 

   Ｅ-mail：fukanishi@yahoo.co.jp 

   〒366-0824 深谷市西島1-7-3 

【問い合わせ】竹内紹一郎(深谷西島) ☎048-575-2723 

 

 地区会計からのお願い 

  2007年度の地区分担金を未納の教会は、速やかに 

  納めて下さいますようお願いいたします。 

【郵便振込先口座番号】 

名  称 日本基督教団 埼玉地区 

口座番号 ００１３０－２－４１３１２７ 

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 
【各個教会関係】 

 神愛ホームチャリティーバザーご協力のお願い  

毛呂教会が支援しています。収益は全て神愛ホー 

ムとそこで暮らしている子どもたちのために役立 

てます。 

①バザーにお出かけ下さい。 

  日時 2月24日(日) 午後1：00～3：30 

  会場 毛呂山町福祉会館 

②バザーに用品提供をお願いします。 

  大型電化製品、大型家具他売りにくいものは辞退 

  させてください。 

③バザーを手伝ってください。 

  当日／前日（10時～17時）のご都合がつく時間 

【連絡先】児童養護施設神愛ホーム／ 

神愛ホーム後援会 

     毛呂山町大谷木214-1 ☎049-294-0040 

 

 東所沢教会特別礼拝・講演会のご案内  

日時 2月17日(日)  

会場 東所沢教会 

①特別礼拝 

時間 午前10：30～12：00 

説教者 宮嶋裕子姉(作家三浦綾子さん初代秘書) 

説教 「始める一歩が道を拓く」 

▽席上献金あり。 

②講演会 

時間 午後1：30～3：00 

講演者 宮嶋裕子姉 

講演 「太陽はいつも雲の上に」 

▽入場無料。 

【問い合わせ】深見祥弘(東所沢) ℡04-2945-5169 

  埼玉新生教会「宣教62周年記念礼拝」のご案内 

  日時 3月16日(日) 午前10：30から 

  会場 埼玉新生教会  (駐車場あります) 

  説教者 加藤常昭教師 

【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

 

【関東教区関係】 

 関東教区部落解放講座と現地研修会のお知らせ  

日時 2月23日(土) 午後1：00～4：00 

会場 狭山伝道所 

テーマ 「忘れてはならない狭山事件」 

講師 石川一雄さん、石川早智子さん 

参加費 無料 

参加申込  2月17日(日)までに教会・伝道所 

(個人でも可)ごとに参加人数を下記連

絡先へお知らせ下さい。 

     後藤龍男(和戸) TEL&FAX：0480-22-2424 

主催 関東教区部落解放推進委員会 

  ▽駐車場はありません。(有料の駐車場あり) 

報  告 

【各集会参加者数】 
・中学生・ＫＫＳ新年会(1／7) 16名・9教会 

報告:新年合同礼拝 

2008 年 1 月 14 日(月)、緑聖教会（聖学院大学チャ

ペル）を会場として、2008年度埼玉地区新年合同礼拝

が行われました。 

 今年は、2年に一度開催されます1区・2区・3区が

合同で行う礼拝でした。新年合同礼拝は地区の集会の

中で最も参加者の多い集会です。近年は 300 名以上の

参加者があるため、ひとつの礼拝堂で入るきることが

できませんでした。(礼拝堂と集会室など二つ以上の部

屋に分かれて行っていました) しかし、今回は１階で

400名程集う事が出来る立派なチャペルであったため、

一堂に会して礼拝を行うことができました。地区内の

 教会の一致と連帯を実感するためには、何としても一

つの礼拝堂にひとつになって礼拝したいものです。但

し、駅から会場までは離れていること、また当日は祝

日のためスクールバスが出ない為、例年より少ないの

ではないかと予想されましたが、結果は例年以上の52

教会(地区内49教会)・328名の方がご出席されました。 

(席上献金は262,135円) 

 説教者は、聖学院院長また上尾使徒教会名誉牧師の

小倉義明教師です。説教題は「聖霊を受けよ」でした。

聖霊は、ある意味私達クリスチャンにとっても、分か

りにくいことがあります。しかし、先生は、分かりや

すく説明してくださいました。私達には限界がありま

す。私達自身では、私達の存在を確立することは到底

無理です。しかし、聖霊は私達を保証してくださり、

私達を弁護してくださり、そして聖霊は神のもとまで

も連れて行ってくださいます。この聖霊を受けて元気

になって希望をもって歩むことをお話しされました。 

聖餐式は、秩父教会の都築英夫牧師と越生教会の繪

鳩アツエ牧師が務めました。都築牧師は、神学生の時

に一時、越谷教会に派遣され、一緒に礼拝を守り夏の

修養会に行ったりして楽しい時を過ごしたことがあり

ます。あの都築神学生が、落ち着いたとても素晴らし

い聖餐式者としてたてられていて、感慨深いものがあ

りました。礼拝後、お会いした時に「立派な牧師にな

られましたね！！」と話しました。 

 礼拝後に、今年成人式を向かえた二人の方に対して

の祝福の祈りが埼玉地区委員長の深見祥弘牧師によっ

てなされました。 

礼拝後は、場所を隣の緑聖ホールに移して楽しい交

わりのひと時がもたれました。緑聖教会の皆様によっ

て美味しいお汁粉を頂きました。濱田先生をはじめ、

緑聖教会の方々には、大変お世話になりました。 

 今年もまた地区の１年の始りを、このような地区の

一致と連帯の象徴とも言うべく豊かな礼拝と交わりを

持ってスタート出来ましたことを深く感謝致します。 

     豊川昭夫(越谷、新年合同礼拝実行委員)  
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