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4 月の予定

7 日(月) 伝道委員会
大宮教会 6：30ｐｍ
8 日(火) 教師委員会
大宮教会 2：00ｐｍ
11 日(金) 教育委員会
大宮教会 6：30ｐｍ
13 日(日) 社会委員会
和戸教会 3：00ｐｍ
16 日(水) 教会音楽委員会
大宮教会 2：00ｐｍ
20 日(日) アーモンドの会委員会
北本教会 4：00ｐｍ
ホームページ委員会
西川口教会 6：00ｐｍ
21 日(月) 婦人部委員会
大宮教会 10：00ａｍ

今月の集会案内等
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
○ 東京聖書学校吉川教会・鵜沼義民牧師は 3 月を
もって辞任。

来月の集会案内等
5 月 18 日(日) 第 7 回ＩＴ祭り
時間 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
(キリスト教放送局ＦＥＢＣ代表)
▽講演に先立ち、ＦＥＢＣスタッフの長倉崇宣氏
が、現在の日本のインターネットの現況をお話
しします。
▽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。
▽既にホームページを立ち上げている教会の方、
また今後ホームページを立ち上げようとしてい
る教会の方はぜひご参加ください。また、イン
ターネットやパソコンは苦手という方も、一度
ぜひ参加してみてください。必ず新しい発見が
あります。
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048‑852‑1379

お知らせ・お願い
【各個教会関係】
< 埼玉中国語礼拝伝道所・伝道開始 10 周年特別伝道
礼拝のご案内
日時 5 月 18 日(日) 午後 3：00 から
会場 上尾合同教会
講師 秋山徹牧師(上尾合同)
讃美 井上薫先生(ミッションバラバ伝道者)
▽万障お繰り合わせの上、どうぞご出席下さいま
すようご案内申し上げます。
【問い合わせ】李秀雲(埼玉中国語礼拝)
☎048‑591‑1659

≪5 月、6 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/

{ 東大宮教会創立 37 周年記念礼拝のご案内
日時 5 月 18 日(日) 午前 10：15 から
会場 東大宮教会
説教者 西之園路子牧師(蒲原教会)
【問い合わせ】山ノ下恭二(東大宮) ☎048‑684‑5323
¬ 所沢みくに教会からのお知らせ
所沢みくに教会のホームページがリニューアル
されました。一度ご覧下さい。
新しいＵＲＬは以下です。
・http://tokorozawa‑mikuni.com/
【問い合わせ】最上光宏(所沢みくに) ☎04‑2929‑0682
【地区関係】
* 環境問題講演会のご案内
日時 6 月 28 日(土) 午前 10：00〜12：00
会場 大宮教会
講師 白戸清牧師(青森県・野辺地教会)
講演「核燃料サイクル」って、何ですか？
− 私たちの生活と「エネルギー＋Ｘ問題」
参加費 300 円
【問い合わせ】平沢功(埼大通り) ☎048‑852‑2735
} 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
・Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp
【問い合わせ】豊川昭夫(越谷) ☎048‑979‑4380
【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
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お知らせ・お願い
【地区関係】
a 地区委員会からのお知らせ
石塚寿男(大宮)地区委員が健康上の理由により、
2008 年度の地区委員の辞任を申し出られ、2 月の
地区委員会で了承されました。次点者二方の就任
が得られず、地区委員会は、2008 年度は 1 名欠員
のまま働きをすること決定しました。
(地区委員長：深見祥弘)
 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、今年
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
≪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)
ご意見ご要望もお寄せください｡ FAX:048‑979‑1057

埼玉地区総会報告
2008 年 3 月 20 日(木)、昨年新会堂を建てた志木教
会を会場として、2008 年度の埼玉地区総会が開催され
ました(午前 9 時 30 分より午後 3 時 20 分まで)。開会
礼拝は、この 3 月をもって岩槻教会を辞任し隠退され
る山添順二牧師が担当されました。議長は深見祥弘牧
師(東所沢・地区委員長)が務めました。
出席者は開会時点で正議員 136 名のうち 99 名。
(1)地区委員選挙 (半数改選)
教職 竹内紹一郎(深谷西島・再)、田中かおる(安
行・再)、土橋誠(飯能・新)
信徒 石川幸男(大宮・再)、長尾愛子(小川・新)
留任は 教職・金田佐久子(西川口)、栗原清(武蔵
所沢)、森淑子(狭山)、信徒・豊川昭夫(越谷)、
なお、信徒・阿久澤紀雄(安行)は 2 期 4 年を満了
した。

③各委員会、各部等の働きを益々恵み深いものにし
ます。2004 年度に発行した「地区ハンドブック」
の改定を行います。
④地区は、各個教会・伝道所と共に悩みや喜びを分
かち合います。
(3)2008 年度地区一般会計予算
総額 6,555,616 円。各教会の分担金総額は 2007 年
度とほぼ同額。また各個教会の分担金も 2007 年度
とほぼ同額。
(4) 地区会計監査委員選出の件、地区総会議事録確認
に関する件、次回地区総会会場及び日程の件は埼
玉地区委員会に付託。
今年の地区総会は、例年以上に活発な意見のやりと
りが行われました。特に現在日本キリスト教団で問題
になっている聖餐式の問題については、何人もの方か
ら意見がでました。改めて、埼玉地区が関東教区、そ
して日本キリスト教団に属していて、教団の問題は埼
玉地区の問題でもあると思い知らされました。しかし、
どのような問題、どのような状況の中でも主にある一
致と連帯のもとに、59 教会・伝道所が共に力強く歩む
地区となれますよう祈ります。

(2)2008 年度の宣教活動計画
【主題について】
主題 「主にある交わりを深めよう
−互いに愛し合い、神を知る」
聖句 「愛する者たち、互いに愛し合いましょう。
愛は神から出るもので、愛する者は皆、神
◎地区総会終了後、2008 年度第 1 回地区委員会が開催
から生まれ、神を知っているからです」
され、以下の通り地区委員の担当が決定した。
(ヨハネの手紙第一 4 章 7 節)
委 員 長：深見祥弘(東所沢)
地区主題、聖句を新たにしました。主より、
「愛する
副委員長：田中かおる(安行)
者たち」と呼びかけられている地区内教会・伝道所
書
記：竹内紹一郎(深谷西島)
とそこに連なる人々は、互いに愛し合うことをもっ
会
計：石川幸男(大宮)
て、愛の神を知ります。また、この愛の神の導きに
補助書記：豊川昭夫(越谷)
より、主にある交わりを深めます。
補助会計：土橋誠(飯能)
【活動について】
その他、常設委員会・特設委員会等の担当・役割分
①災害対応についての学びを今年度も行います。
担が決定した。
②地区内教会・伝道所、また教師・信徒が互いに
交わりを深めることに心がけましょう。
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