
埼玉地区月報 No.135 2008.2.25発行 来月の集会案内等 

    3月の予定 

 3日(月) 最寄り３区教師会 

       北川辺伝道所 10：30ａｍ 

 7日(金) 世界祈祷日 

       各会場 10：30ａｍ 

 9日(日) 壮年部委員会 

       浦和東教会 2：30ｐｍ 

20日(木) 地区総会 

       志木教会 9：30ａｍ 

24日(月) 最寄り２区教師会 

       毛呂教会 10：30ａｍ 

今月の集会案内等 

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) 

  ▽イエス・キリストの十字架の時を覚えて、3月 

   の最初の金曜日に定められたこの日を大切に 

   して、すべての人々のために平和を願い、世界 

   の姉妹兄弟と共に礼拝を捧げましょう。 

  【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 

     (受付は9時開始) 

  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 

  ▽議員は祈りをもってご出席ください。 

 【問い合わせ】竹内紹一郎(深谷西島) ☎048-575-2723

 

4月21日(月) 婦人部総会 

  時間 午前10：00～12：00 

  会場 大宮教会 

  開会礼拝 佐々木佐余子牧師(七里) 

 【問い合わせ】川田光江(越谷) ☎048-962-2213 

教会・教師の動き 

○ 岩槻教会・山添順二牧師は3月末をもって辞任し、

隠退される。4月より川中真伝道師が就任。 

○ 行田教会・小鮒實牧師は3月末をもって辞任。 

○ 棚橋千恵美伝道師が4月より越谷教会担任教師に

就任。 

○ 元岩槻教会牧師・河村孝師が、2月17日に逝去さ

れ、2月19日に信愛荘にて葬儀が行われた。 

報  告 

【各集会参加者数】 
・ＣＳ教師研修会 (1／26)   43名・18教会 
・教師半日研修会 (1／28)  34名・29教会 

・信教の自由と平和を求める2・11集会 (2／11) 

               113名・40教会 

・壮年部総会 (2／17)     26名・16教会 

お知らせ・お願い 

【地区関係】 
 地区月報受取部数変更に関してのお知らせ 

  現在、地区月報は各教会・伝道所に、展示用1枚 
  と教職・役員人数分を送っていますが、受取部数 
  の変更をされる場合は下記まで、ＦＡＸまたは 

メールで教会名と希望部数を書いて送ってくださ 
い。 

  ・ＦＡＸ：048-979-1057 
  ・Mail：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 
 【問い合わせ】豊川昭夫(越谷) ☎048-979-4380 

  最寄り３区教師会のご案内  

日時 3月3日(月) 午前10：30から 

会場 北川辺伝道所 

礼拝 柳下仁牧師(北川辺) 

発題 布村伸一伝道師(熊谷) 

【問い合わせ】篠原愛義(鴻巣) ☎048-541-0643 

 

 伝道委員会からのお知らせ 

  伝道委員会主催の「伝道と賛美の集い」は、来年 

度は10月下旬開催を予定しています。 

  現在、開催を希望する教会を募っています。その 
教会の伝道応援にご奉仕したいと思っておりま 
す。開催を希望する教会はお早めにご連絡をお願 

い致します。 

【問い合わせ】竹内紹一郎(深谷西島) ☎048-575-2723 

 

「インターＦＡＸ」をご利用ください 

 埼玉地区では、緊急連絡網として、ＦＡＸで地区 
内全ての教会に一度で送信できる「インターＦＡ 
Ｘ」を導入しています 
現在、緊急連絡時に使用していますが、各教会で 
葬儀関係など、至急地区内全ての教会へ連絡した 
い時は、地区書記の竹内までご連絡下さい。 

【連絡先】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 

 

≪4月、5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。 

◎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。  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 



埼玉地区月報  No.135  (裏面) 報告:地区総合協議会 

お知らせ・お願い 
 第7回IT祭り開催のお知らせとお願い 

  日時 5月18日(日) 午後3：00～5：00 

  会場 埼玉新生教会 

  テーマ 「インターネット伝道の可能性を探る」 

  講師 吉崎恵子氏(ＦＥＢＣ代表) 

  ▽講演の他に、埼玉地区でホームページを開設し 

   ている教会の現状を報告して頂く予定です。 

   ホームページを開設している教会の担当者は 

   ぜひご出席して下さるようお願い致します。 

 【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

 

【各個教会関係】 

 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 

 

【教区関係】 

 関東教区「ＫＫＳ春キャンプ」のご案内  

日程 3月25日(火)～27日（木) 

会場 シャロンのばら伝道所（あゆみ幼稚園） 

主題 「友だち」 

費用 10,000円 

締切 3月12日 

▽交通費と参加費の補助を希望する方は、申込の 

 際ご相談ください。 

【問い合わせ】森淑子(狭山) ☎04-2954-8131 

 

≪月報をメールで受け取れます≫ 

【申し込み＆問い合わせ先】iwasa@bb.mbn.or.jp 

岩佐浩一(上尾合同) 

 

2008年2月15日(金)、午後7時より埼玉新生教会を

会場として、2008年度の埼玉地区の各委員会各部の活

動計画及び委員名簿の発表と行事日程の調整等を行な

う「地区総合協議会」が開催されました。 

2008年度の行事日程は、各部各委員会とも例年通り

の行事を予定していました。但し、修養会は 2 年に一

度の開催ですので来年(2009年8月)実施となります。

また、新年合同礼拝(2009 年 1 月 12 日)は最寄り区毎

の礼拝となります。 

 例年と変わったところでは、障教懇(障がいを負う

人々と共に生きる教会を目指す懇談会)が加盟してい

る全国キリスト教障害者団体協議会総会(講演も含む)

が 7 月 7 日(月)～8 日(火)に埼玉和光教会とラフレさ

いたまを会場にして行われます。この為、他の集会と

重ならないよう教師一泊研修会は例年より早めの 6 月

30日(月)～7月1日(火)に行います。また婦人部全体

研修会は例年より遅めに7月14日(月)に行います。 

 ホームページ委員会主催のIT祭りでは、はじめて外

部から講師(FEBC代表・吉崎恵子氏)を招いて行います。

 予算では、昨年教育委員会主催の中学生・KKS キャ

ンプは例年以上に沢山の参加者があったため費用がか

かり、今年度は増額をして欲しいと要望がありました。

また婦人部では年々財政的に厳しくなっているため、

地区交付金を増やして欲しいことと、「婦人部だより」

の発行金額の見直しの要求がありました。 

 常に主のみ声を聞き従いながら、2008年度も主にあ

る一致と連帯のもと、福音の前進に仕える地区となれ

ますようお祈りいたします。 

2007年度の各部各委員会の主な行事予定 

【地区委員会】 

新年合同礼拝     2009年1月12日(月) 

地区総合協議会    2009年2月 

【伝道委員会】 

役員・伝道委員研修会 2008年7月20日(日) 右上へ

 伝道と賛美の集い   2008年10月26日(日) 

【教育委員会】 

中・KKSキャンプ  2008年8月11日(月)～13日(水) 

ＣＳせいと大会  2008年11月3日(月) 

ＣＳ教師研修会  2009月1月24日(土) 

【社会委員会】 

環境問題講演会  2008年6月28日(土) 

8・15集会     2008年8月15日(金) 

2・11集会     2009年2月11日(水) 

【教師委員会】 

教師一泊研修会   2008年6月30日(月) 

～7月1日(火) 

三区合同教師会  2009年1月26日(月) 

【地区通信委員会】 

2008年度第1号発行 2008年7月 

2008年度第2号発行 2008年11月 

2008年度第3号発行 2009年3月 

【ホームページ委員会】 

第7回ＩＴ祭り  2008年5月18日(日) 

【障教懇】 

全国キリスト教障害者団体協議会総会 

         2008年7月7日(月)～8日(火) 

第14回障教懇   2008年11月24日(月)  

【教会音楽委員会】 

教会音楽講習会   2008年6月7日(土) 

教会音楽講習会  2008年秋～冬 

【壮年部】 

修養会      2008年6月29日(日) 

講演会      2008年11月16日(日) 

【婦人部】 

総会       2008年4月21日(月) 

婦人部全体研修会 2008年7月14日(月) 

もより婦人研修会 2008年10月～11月 

世界祈祷日    2009年3月6日(金) 

【青年部】 

青年の集い    2008年6月、9月、2009年2月 

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 


