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    5月の予定 

12日(月) 最寄り1区教師会 

 春日部教会 10：30ａｍ 

18日(日) 壮年部委員会    

武蔵豊岡教会 2：30ｐｍ 

     第7回ＩＴ祭り  

埼玉新生教会 3：00ｐｍ 

19日(月) 最寄り3区教師会  

桶川伝道所 10：30ａｍ 

20日(火) 地区委員会  

大宮教会 5：00ｐｍ 

25日(日) 青年の集い  

坂戸いずみ教会 3：00ｐｍ 

アーモンドの会委員会 

埼玉和光教会 4：00ｐｍ 

26日(月) 伝道委員会  

埼玉新生教会 6：30ｐｍ 

【関東教区の主な予定】 

28日(水)～29日(木) 関東教区総会 

教会・教師の動き 

〇 山野忠男牧師、裕子牧師は3月末をもって日野原 

  記念上尾栄光教会を辞任され、白岡伝道所担任教 

師としてお働きを始められました。 

○ 清水与志雄牧師、4月より行田教会主任担任教師と

して働きを始められました。 

○ 桜井義也教師は4月より群馬地区、太田八幡教会の

代務者としてお働きを始められました。 

 

≪6月、7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 

 

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

くださいます。 

  ▽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 

 

5月25日(日) 青年の集い(2008年度第1回) 

時間 午後3:00～6:30  

会場 坂戸いずみ教会 

内容 礼拝（説教:森淑子牧師）とバーベキュー 

参加費 300円 

【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330

来月の集会案内等 

6月7日(土) 教会音楽講習会 

  時間 午後1：30～4：00 

  会場 大宮教会 

  テーマ 「詩編を歌う 

    －西洋音楽史から見たジュネーヴ詩編歌－」

  講師 寺本まり子氏(武蔵野音大教授)  

  会費 500円 

  ▽ＣＤなどを用いながら詩編歌のひろい世界を学

びたいと思います。奏楽者以外の参加も大歓迎

です。 

  【問い合わせ】長尾愛子(小川) ☎0493-72-4904 

 6月28日(土) 環境問題講演会 

  時間 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 

  主催 社会委員会 

 【問い合わせ】平沢功(埼大通り) ☎048-852-2735 

 

6月29日(日) 壮年部修養会  

  時間 午後2：30～5：00 

  会場 大宮教会 

  講演 「共に生きる教会生活  

      ～(主のみことばを聞いて歩む弟一歩) 

 ボンヘッファーの真実な交わりⅡ 

  講師 疋田國磨呂牧師(大宮) 

  ▽地区内の壮年の皆様、奮ってご参加ください。 

 【問い合わせ】松下充孝(大宮) ☎048-652-0543 

お知らせ・お願い 

【各個教会関係】 

 大宮教会「パイプオルガン演奏会」のご案内  

日時 5月11日(日) 午後3：00から 

会場 大宮教会 

演奏者 長山結氏(鳥居坂教会オルガニスト) 

曲目 「来たれ、創造主なる聖霊よ」他 

入場料 1,000円 

(小・中学生500円／当日受付にて) 

【問い合わせ】大宮教会 ☎048-641-6148 

 

 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 

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 
 久美愛教会現会堂最終礼拝としての特別伝道礼拝 

  のご案内 

   久美愛教会は与えられた地域で、皆様との交わ

りをよりよく開かれた教会として伝道していくた

めに、2009 年春頃、新しい所に新しい会堂を建て

る予定です。そのため1927年以来の現会堂を閉じ

て壊す予定です。現会堂は主にある多くの兄弟姉

妹が主に出会ったところです。きっといろいろな

想い出があると思います。その想い出をもう一度

作るために、5月25日(日)午前10時より最終礼拝

として行う予定です。その後、記念撮影をする予

定です。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。長い間、皆様

の熱きお祈り、暖かいご支援をありがたく感謝致

します。これからも相変わらず、どうぞ宜しくお

願い致します。 

【問い合わせ】李秀雲(久美愛) ☎048-591-1659 

 

 講演会「三浦綾子と生きた40年」のご案内  

日時 5月27日(火) 午後6：00～7：00 

 (開場 午後5：30) 

講演者 三浦光世氏(歌人・随筆家) 

            (三浦綾子記念文学館理事長）

会場 聖学院大学チャペル 

（埼玉県上尾市戸崎１－１） 

主催 聖学院大学  共催 緑聖教会 

▽費用 入場無料・要予約 

  【申込み方法】往復はがきにてお申し込み下さい。

     往復はがき郵送先 

     〒362-8585 埼玉県上尾市戸崎1-1 

      聖学院大学 キリスト教センター まで 

     （☎ 048-725-5495／Fax：048-781-0891） 

  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 

 

【地区関係】 

 最寄り１区教師会のご案内  

日時 5月12日(月) 午前10：30～午後1：00 

会場 春日部教会 

内容 ①開会礼拝 白石多美出牧師(春日部) 

     ②隠退牧師歓送会・新任教師歓迎会・近況

報告会   (山添順二先生、川中真先生、

棚橋千恵美先生) 

     ③2008年度一区教師会スケジュール（案）

     ④諸連絡（昼食代：1,000円）      

▽ご多忙のことと存じますが、共に語り合う恵み

の時としたいと思います。昼食の準備をいたしま

すので、出欠については、春日部教会白石多美出

牧師まで、ＦＡＸまたは電話で5月1日(木)まで

に、ご連絡くださいますようお願いいたします。

【問い合わせ】石神稔(西上尾)  ☎048-863-94767

 

 最寄り3区教師会のご案内 

  日時 5月19日(月) 午前10：30から 

  会場 桶川伝道所 

  内容 ①礼拝 高橋悦子牧師(桶川) 

     ②発題 渡辺久純教師 

     ③諸連絡・近況報告(新任者紹介)など 

  会費 1,000円 

  【問い合わせ】篠原愛義(鴻巣) ☎048-541-0643 

  教師一泊研修会のご案内 

  日時 7月1日(火)～2日(水)  

  会場 別所沼会館 

  テーマ「日本基督教団式文(試用版)を学ぶ」 

  講師 秋山徹牧師(上尾合同) 

     田中かおる牧師(安行) 

  参加費 7,000円 

  ▽年間予定表では6月30日～7月1日でしたが、 

   会場の都合で一日ずれました。 

 【問い合わせ】篠原愛義(鴻巣) ☎048-541-0643 
 
【関東教区関係】 
☺ 関東教区婦人会連合総会・修養会のご案内  

日時 6月5日(木)～6日(金)  

   (受付 5日午後0時30分～6日午前11：50解散) 

会場 群馬県渋川市伊香保温泉「福一」 
主題講演 Ⅰ「歴史の中へ遣わされた教会」 
          Ⅱ「恐れるな－キリストの約束」 
講師 村上伸先生(代々木上原教会牧師) 

【問い合わせ】川田光江(越谷) ☎048-962-2213 
 

【一般関係】 

“きぼうのダイヤル・埼玉” 

－ボランティア募集のお願い  

いのちの電話の埼玉キリスト者版が“きぼうのダ 

イヤル・埼玉”→☎ 049-228-7357 

(月～土13：00～17：00)です。 

この度、ボランティアの募集をすることになりま 

した。活動概要等お知りになりたい方は下記にご 

連絡ください。宜しくお願いします。 

◎きぼうのダイヤル・埼玉 事務局 

    ☎・Fax：049－226－5153  

※希望のダイヤルボランティアに関する詳細は 

  http://www.geocities.jp/teru_hayakawa1027へ 

【問い合わせ】田坂邦彦(越谷)  

E-mail： 92@k-ft.net 
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