
埼玉地区月報 No.138 2008.5.26発行 今月の集会案内等 

    6月の予定 

 2日(月) 婦人部委員会   越谷教会 10：00ａｍ 

 3日(火) 教師委員会     大宮教会 2：00ｐｍ 

     教育委員会    大宮教会 3：00ｐｍ 

 6日(金) 災害対応委員会  大宮教会 5：00ｐｍ 

 7日(土) 教会音楽講習会  大宮教会 1：30ｐｍ 

 8日(日) 岩槻教会・川中真牧師就任式 

       岩槻教会 2：30ｐｍ 

15日(日) 社会活動委員会・社会委員会 

       上尾合同教会 3：00ｐｍ・5：00ｐｍ 

      行田教会・清水与志雄牧師就任式 

       行田教会 3：00ｐｍ 

22日(日) 越谷教会・棚橋千恵美伝道師就任式 

       越谷教会 10：40ａｍ 

アーモンドの会委員会 

       埼玉和光教会 4：00ｐｍ 

28日(土) 環境問題講演会 

       大宮教会 10：00ａｍ 

29日(日) 壮年部修養会   大宮教会 2：30ｐｍ 

     浦和別所教会・井上博子伝道師就任式 

       浦和別所教会 10：30ａｍ 

教会・教師の動き 

○ 5月28日の教区総会で、川中真伝道師(岩槻)が 

按手、井上博子教師(浦和別所)が准允を受けられ 

ます。 

○ 4月、左近豊教師が聖学院大学教務教師に就任。 

○ 4月、大友英樹教師が東京聖書学校に就任。 

報  告 

【集会参加者数】 

・婦人部総会 (4／21)   101名・39教会 

・第7回ＩＴ祭り(5／18)  37名・16教会 

 

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8日(日) 岩槻教会・川中真牧師就任式 

  時間 午後2：30から 

  会場 岩槻教会 

  司式 石橋秀雄牧師(関東教区常置委員) 

  【問い合わせ】川中真(岩槻) ☎048-756-0468 

 

6月15日(日) 行田教会・清水与志雄牧師就任式 

  時間 午後3：00～5：00 

  会場 行田教会 

  司式 飯塚拓也牧師(関東教区副議長) 

  【問い合わせ】清水与志雄(行田) ☎048-555-2301

 

6月22日(日) 越谷教会・棚橋千恵美伝道師就任式 

  時間 午前10：40から 

  会場 越谷教会 

  司式 疋田國磨呂牧師(関東教区議長) 

  ▽礼拝の中で行います。 

  【問い合わせ】石橋秀雄(越谷) ☎048-962-2743 

 

≪7月、8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 

 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 

 

6月29日(日) 浦和別所教会・井上博子伝道師就任式 

  時間 午前10：30から 

  会場 浦和別所教会 

  司式 疋田國磨呂牧師(関東教区議長) 

  ▽礼拝の中で行います。 

 【問い合わせ】山田称子(浦和別所) ☎048-861-4210 

来月の集会案内等 

7月1日(火)～2日(水) 教師一泊研修会 

  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 

 【問い合わせ】篠原愛義(鴻巣) ☎048-541-0643 

                (裏面へ続く) 

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.138  (裏面) お知らせ・お願い 

来月の集会案内等 
7月14日(月) 婦人部全体研修会 

  時間 午前10：00～午後2：30 

  会場 大宮教会 

  主題講演「教会の肢として明日の宣教を担う」 

  開会礼拝「これはわたしの愛する子。 

これに聞け。」 

  説教者 深見祥弘先生(東所沢教会） 

  講師 関田寛雄先生(神奈川教区巡回牧師） 

  講演Ⅰ「この岩の上にわが教会を」 

        ―赦されて立つ教会― 

  講演Ⅱ「地の塩・世の光として」 

        ―遣わされて生きる教会― 

 【問い合わせ】川田光江(越谷) ☎048-962-2213 

 

7月20日(日) 役員・伝道委員研修会 

  時間 午後3：00～5：00 

  会場 埼玉新生教会 

  テーマ 「あなたの教会は元気ですか」 

  講師 山口陽一先生(東京基督神学校校長） 

(元関東教区宣教部伝道委員長） 

   (日本同盟基督教団市川福音キリスト教会牧師) 

  ▽講演会の後、分団に分かれて話し合いの時を持

ちます。各教会の現状とその課題等を中心に埼

玉地区の伝道について共にかたりたいと思いま

す。伝道に関心のある方はどなたでも奮ってご

参加下さい。 

  ▽今回は、各教会の伝道方策の情報交換も行ない 

ます。「新来者に渡している教会案内や月報」な

どがありましたら、参加される方は10部程お持

ちください。 

【問い合わせ】竹内紹一郎(深谷西嶋) 

☎048-575-2723 

 

【地区関係】 

 地区会計からのお願い 

  2008年度の各教会・伝道所の地区分担金を出来る

  だけお早めに納めてくださいますようお願い致し

  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 

 

 アジア学院生ホームステイ (地区婦人部活動)  

6月28日(土)～30日(月) 

今年の地区内のホストファミリーは以下のご家庭

です。お祈りのうちにお覚えください。 

・西海満希子牧師(東京聖書学校吉川) 

・齋藤勝子姉(安行) 

・荻田香世子姉(越谷) 

 【問い合わせ】川田光江(越谷) ☎048-962-2213 

 

【各個教会関係】 

 桶川伝道所の地番表示変更のお知らせ  

桶川市の区画整理により、地番表示が変更されま

した。 

新住所 〒363-0028 

      桶川市下日出谷西3-15-34 

【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

  

 桶川伝道所「あじさいコンサート」のご案内  

日時 6月22日(日) 午後2：00から 

会場 桶川伝道所 

出演 下公子氏(ソプラノ、ヴァイオリン)、 

赤羽真由美氏(ピアノ)、天野源悦氏 

入場料 1,100円(茶菓子付) 

▽教会債返済のためのチャリティーコンサート。

【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 【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】 

 全国キリスト教障害者団体協議会総会・研修会の 

  ご案内 

  日時 7月7日(月) 午後3：00～8：00 

  会場 埼玉和光教会 

  主題講演「旧約聖書における障がいの理解」 

  講師 石川栄一先生(日本聖書神学校教授) 

  講演他、証し、アトラクション等があります。 

  費用 参加費500円＋夕食代1,000円 

  申込締切 6月15日 

  申込 ＦＡＸ：0493-74-2027 

     郵便：〒355-0321 埼玉県小川町小川47-1 

        小川教会 長尾邦弘宛 

  ▽全国キ障協の会ですが、アーモンドの会が運営 

します。地区からの一般参加を歓迎します。 

 【問い合わせ】長尾邦弘(小川) ☎0493-72-4904 

 

 埼玉同宗連20周年記念公演会のご案内  

日時 7月10日(木) 午後2：00から 

会場 さいたま芸術劇場 小ホール 

内容 結純子ひとり芝居 

    「地面の底がぬけたんです」 

     － あるハンセン病女性の不屈の生涯 － 

チケット 500円 

▽どなたでもご覧になれます。 

【問い合わせ】三羽善次(和戸) ☎0480-32-2112 

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 


