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7 月の予定

1 日(火)〜2 日(水) 教師一泊研修会
別所沼会館
7 日(月) 最寄り 1 区教師会
越谷教会 10：30ａｍ
11 日(金) 地区委員会
大宮教会 5：00ｐｍ
13 日(日) 町田さとみ牧師主任担任教師就任式
初雁教会 10：30ａｍ
山野忠男・山野裕子牧師就任式
白岡伝道所 2：30ｐｍ
14 日(月) 婦人部全体研修会
大宮教会 10：00ａｍ
15 日(火) 教育委員会
坂戸いずみ教会 2：00ｐｍ
20 日(日) 役員・伝道委員研修会
埼玉新生教会 3：00ｐｍ
25 日(金) 災害対応委員会
大宮教会 5：00ｐｍ
27 日(日) 壮年部委員会
和戸教会 2：30ｐｍ

今月の集会案内等
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
7 月 13 日(日) 町田さとみ牧師主任担任教師就任式
時間 午前 10：30 から
会場 初雁教会
司式 石橋秀雄牧師(関東教区常置委員)
▽礼拝の中で行います。
【問い合わせ】山岡磐(初雁) ☎049‑224‑7594
7 月 13 日(日) 山野忠男・山野裕子牧師就任式
時間 午後 2：30 から
会場 白岡伝道所
司式 疋田國磨呂牧師(関東教区議長)
【問い合わせ】福島聖二(白岡) ☎0480‑92‑1309

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(深谷西島)☎048‑575‑2723

来月の集会案内等
8 月 11 日(月)〜13 日(水) 中学生高校生夏期キャンプ
会場 ロッジ遊山(妙高高原)
講師 吉岡康子牧師(吉祥寺教会)
テーマ「教会―あなたがあなたでいられるところ」
申込締切 7 月 22 日(火)
定員 50 人
費用 16,000 円
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049‑283‑0330

7 月 14 日(月) 婦人部全体研修会
時間 午前 10：00〜午後 2：30
教会・教師の動き
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」
○ 岩槻教会／川中真牧師の就任式が 6 月 8 日に行わ
開会礼拝「これはわたしの愛する子。
れました。
8 月 15 日(金) 平和を求める 8・15 集会
これに聞け。
」
○ 行田教会／清水与志雄牧師の就任式が 6 月 15 日に
時間 午前 10：00〜正午
説教者 深見祥弘先生(東所沢教会）
行われました。
会場 大宮教会
講師 関田寛雄先生(神奈川教区巡回牧師）
○ 越谷教会／棚橋千恵美伝道師の就任式が6 月 22 日
講演「子どもたちに平和を −歴史を振り返り、
講演Ⅰ「この岩の上にわが教会を」
に行われました。
今を見つめ、未来を展望する−」
―赦されて立つ教会―
報 告
講師
大嶋果織先生(ＮＣＣ教育部総主事)
講演Ⅱ「地の塩・世の光として」
参加費 300 円
―遣わされて生きる教会―
【集会参加者数】
【問い合わせ】平沢功(埼大通り) ☎048‑852‑2735
【問い合わせ】川田光江(越谷) ☎048‑962‑2213
・教会音楽講習会 (6／7)
34 名・14 教会
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
【地区関係】
 最寄り１区教師会のご案内
日時 7 月 7 日(月) 午前 10：30〜午後 1：00
会場 越谷教会
内容 ①開会礼拝 棚橋千恵美伝道師
②2009 年新年合同礼拝開催要項決定
③遠藤富寿牧師 「牧師の隠退について」
④諸連絡（昼食代：1,000 円）
▽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、越谷教会・棚橋千恵
美伝道師まで、ＦＡＸ(048‑962‑2745)または電
話(048‑962‑2743)で 6 月 30 日（月）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) ☎048‑863‑9476
【各個教会関係】
 大宮教会「2 人のテノール歌手による
教会コンサート」のご案内
日時 7 月 27 日(日) 午後 2：30〜4：00
会場 大宮教会
出演 バリー・クラフト
ベン・オーウェンス
▽入場無料(自由献金あり)
コンサートの後にティータイムがあります。
聖歌や讃美歌、ミュージカルからゴスペルまで、
お子様からご年配の方まで楽しめる、ファミリ
ーコンサートです。
どなたでもおいでください。
【問い合わせ】疋田國磨呂(大宮) ☎048‑641‑6148

お知らせ・お願い
{ 深谷西島教会創立 80 周年記念礼拝・記念感謝コン
サートのご案内
日時 7 月 12 日(土) 午後 1：00〜4：30
会場 深谷西島教会
内容 記念礼拝（午後 1：00〜2：20）
感謝コンサート（午後 3：00〜4：30）
「森祐理コンサート『童謡から賛美歌へ』
」
▽ＪＲ深谷駅下車徒歩 10 分、駐車場用意有
【問い合わせ】竹内紹一郎(深谷西島)☎048‑575‑2723
* 秩父教会創立百周年記念礼拝についてのお知らせ
秩父教会は、今年 11 月 1 日 創立百周年を迎えま
す。
現在、記念礼拝・記念会を 11 月 9 日(日) 午後の
予定で準備しております。
地区の諸教会の皆様と共に、主への感謝をしたい
と願っております。
詳しくは後日、改めてご案内いたします。
【問い合わせ】都築英夫(秩父) ☎0494‑22‑2431
【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
▽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

c 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

報告：関東教区総会
5 月 28 日(水)〜29 日(木)、大宮ソニックシティ小ホー
ルにて、第 58 回関東教区総会が開催されました。今回
の設営担当は新潟地区でした。
教団総会議員選挙結果
教師議員
１．平山正道（四條町） ２．疋田國磨呂（大宮）
３．飯塚拓也（竜ヶ崎） ４．三浦 修（埼玉和光）
５．最上光宏(所沢みくに)６．石橋秀雄（越谷）
７．小野團三（桐生東部）８．村田 元（原市）
９．五味 一（安中）
10．秋山 徹（上尾合同）
11．塚本潤一（高崎）
12．熊江秀一（新津）
13．小池正造（東新潟） 14．新井 純（十日町）
信徒議員
１．滝川英子（七里）
２．小西文江（新潟）
３．綿貫富夫（桐生東部）４．ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ礼子(埼大通り)
５．和田献一（氏家）
６．佐久間文雄（志木）
７．金刺秀雄（上尾合同）８．大島健一（大宮）
９．丸岡早苗（甘楽）
10．後藤和子（館林）
11．内田聖子（長岡）
12．内山 一（鹿島）
13．渡辺洋子（五泉）
14．田島裕子（安中）
≪8 月、9 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
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