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12 月の予定

今月は地区の委員会・行事などにありません。

来月の集会案内等
1 月 12 日(月・祝) 新年合同礼拝
1 区【会 場】上尾合同教会
【説教者】李秀雲牧師(埼玉中国語礼拝)
・子ども説教も李秀雲牧師
【聖餐式】秋山徹牧師(上尾合同)
2 区【会 場】武蔵豊岡教会
【説教者】山岡磐牧師（初雁）
【子ども説教】森淑子牧師（狭山）
【聖餐式】最上光宏牧師（所沢みくに）
3 区【会 場】鴻巣教会
【説教者】三羽善次牧師(和戸)
・子ども説教も三羽善次牧師
【聖餐式】篠原愛義牧師(鴻巣)
▽開始時間は各会場とも、午前 10：30 です。
1 月 26 日(月) 三区合同教師会
時間 午前 11：00 から
会場 秩父教会
内容 ①講演
「秩父教会百年史をふりかえって」
都築英夫牧師(秩父)
②秩父教会信徒の証言を聞く
【問い合わせ】篠原愛義(鴻巣) ☎048‑541‑0643

お知らせ・お願い
【地区関係】
 埼玉地区ハンドブック発行のお知らせ
埼玉地区ハンドブック(教会案内)を約 5 年ぶりに
発行いたします。
新年合同礼拝の時(1 月 12 日)に各教会・伝道所に
2 部ずつお渡しします。同時に 500 円で一般販売
します。数に限りがありますので、お早めにお求
め下さい。
【問い合わせ】深見祥弘(東所沢) ☎04‑2946‑1018
「埼玉地区デー」献金のお願い
埼玉地区では毎年１月の成人の日に、埼玉地区新
年合同礼拝を開催しております。特に、この日を
「埼玉地区デー」と定めて地区の一致と連帯を推
進してまいりました。この「埼玉地区デー」を中
心に、毎年地区諸教会伝道所による講壇交換礼拝
も行われております。
そこで、この日に埼玉地区の活動とその一致と連
帯を覚えて、
「地区デー」献金をお献げいただきた
く、ここにお願い申し上げます。
なおご献金は、
「地区デー」当日の新年合同礼拝の
際にお持ちいただいて、受付でお渡しください。
ご都合のつかない方は、下記の口座にお振込みく
ださい。振込みの場合は振替用紙に 地区デー献
金 と明記してください。
郵便振替口座 ００１３０−２−４１３１２７
口 座 名
日本基督教団埼玉地区
以上、よろしくお願いいたします。
【問い合わせ】地区書記・竹内紹一郎(深谷西島)
☎048‑575‑2723

{ 各委員会・各部へのお願い
埼玉地区総合協議会を 2008 年 2 月 13 日(金)午後
7 時より、大宮教会で開催いたします。
各委員会・各部におかれましては、この日までに、
①2008 年度委員構成、②2008 年度計画・委員会
日程、③2008 年度予算について話し合いをしてい
ただきますよう、お願いいたします。
【問い合わせ】竹内紹一郎(深谷西島) ☎048‑575‑2723
【各個教会関係】
a 安行教会「子どもクリスマス」のご案内
日時 12 月 6 日(土) 午後 1：00〜午後 3：00
会場 安行教会
内容 腹話術によるクリスマスメッセージ
相沢寛牧師＆クリスマスクッキー作り
▽駐車スペースはあります。
【問い合わせ】田中かおる(安行) ☎048‑296‑4002
 東大宮教会クリスマス・イブ礼拝、クリスマス・
マリンバコンサートのご案内
日時 12 月 24 日（水） 午後 7：00〜8：30
会場 東大宮教会
内容 ①イブ礼拝 午後 7：00〜7：40
説教 山ノ下恭二牧師(東大宮)
②マリンバコンサート 午後 7：40〜8：30
曲目 熊蜂の飛行、エル・クンバンチ
ェロ、剣の舞など
▽入場無料
【問い合わせ】山ノ下恭二(東大宮) ☎048‑684‑5323
* 東所沢教会の牧師館完成のお知らせ
東所沢教会の牧師館が完成しました。これに伴
い、深見祥弘牧師の住所は下記の通りです。
(11 月 26 日以降)
〒359‑0021 所沢市東所沢 2‑47‑18
電話は同じ 04‑2946‑1018

≪1 月、2 月の情報をお寄せください≫
≪月報をメールで受け取れます≫
各個教会の情報もお寄せください。締切は毎月 20 日。
【申し込み＆問い合わせ先】iwasa@bb.mbn.or.jp
◎ＦＡＸ：048‑979‑1057
岩佐浩一(上尾合同)
◎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
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お知らせ・お願い
【各個教会関係】
☺ 「初笑いしんせい寄席」のご案内
日時 1 月 17 日(土) 午後 2：00 から
会場 埼玉新生教会
出演 古琴亭志ん軽さん(代々木上原教会会員)
落語「福音噺」
豊川耕颯さん(耕象流師範／越谷教会員)
詩吟「讃美歌 191 番」他
▽入場無料、駐車場あります。
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048‑852‑1379
【一般関係】
「県南四市クリスマスの夕べ」のご案内
日時 12 月 2 日(火) 午後 6：50 開場は 6：30
会場 川口リリア音楽ホール（川口駅西口すぐ）
出演 佐々木冬彦氏 (ハープ奏者)
子供聖歌隊、連合聖歌隊
クリスマスメッセージ
横山誠牧師（蕨福音自由教会）
▽入場無料
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048‑252‑7036

報 告
【集会参加者数】
・婦人部全体研修会 (7／14)
141 名・34 教会
・教師一泊研修会 (7／1〜2)
35 名・33 教会
・役員・伝道委員研修会 (7／20) 71 名・22 教会
・中学生・高校生夏期キャンプ (8／11〜13)
26 名・17 教会
・平和を求める 8・15 集会
97 名・26 教会
・青年部一泊修養会 (9／14〜15) 25 名・14 教会
・秋の教会音楽講習会 (9／20)
27 名・12 教会
・災害対応について学ぶ会 (9／27) 20 名・16 教会
・伝道と賛美の集い (10／26)
74 名・21 教会
・ＣＳせいと大会 (11／3)
108 名・11 教会
・壮年部こうえん会 (11／16)
65 名・14 教会

教団総会報告

【主な議案】
議案 39 号「合同のとらえなおしと実質化」特設委員会
を設置する件
→ 否決
議案 40 号「合同のとらえ直し」を自分のこととして聴
き直し、再度合同関連議案を提出するために、合同記
念の日を 2 月 25 日に設置する件
→ 否決
議案第 41 号「日本基督教団第 35 回総会期第三回常議
員会における『北村慈郎教師退任勧告決議』
」に抗議し、
取り消しを要望する件」
→ 否決
議案第 42 号「北村慈郎教師に対する常議員会決議教師
退任勧告を撤回する件」 → 否決
議案第 43 号「第 35 総会期第三回常議員会は、山北宣
久議長からの提案『北村慈郎教師に対し教師退任勧告
を行う件』を可決したが、
『教師退任勧告』を取り下げ、
全教団的に聖餐理解を深めるために取り組むことを求
める件」
→ 否決
議案 44 号「教団第 35 総会期第五回常議員会における
『北村慈郎教師に対する戒規申立を行う件』の決議の
無効を確認する件」
→ 可決
山北宣久教団総会議長は、議長報告において、今総
会は主題として「教団・公同教会としての一致と連帯」
を掲げて、
「教団の一致の根幹が揺らぐ現実の中でもう
一度原点に立ち戻り、主のみ栄えをあらわすべく伝道
する教団となる道が示されることを切望」するとした。
特に報告冒頭で 35 総会期の最も大きな課題であっ
た「未受洗者への配餐」を取り上げて、執行の違法性
をあらためて指摘し、違法聖餐執行が「全体教会とし
ての教団の一致だけでなく、エキュメニカルな交わり
をも損なうことになる」ことを述べた。
沖縄教区から総会議員が選出されなかったことを巡
っては 13 名の推薦議員を同教区から選出した。
「合同
のとらえなおし」関連の議論ができないまま、第五回
常議員会で廃案になったことは、総会期をまたがった
継続を避けるためであり、
「出直し、仕切り直し」を必
要とすることを述べた。
(日本基督教団公式ホームページより抜粋)

10 月 21 日から 23 日、第 36 回日本基督教団総会が
ホテルメトロポリタン(池袋)を会場に開催された。
【議長選挙】
山北宣久 (東京教区)が再選(四選)された。
【副議長選挙】
佐々木美知夫(東海教区)
【常議員選挙】
(教職)
藤掛順一(神奈川) 石橋秀雄(関東) 長山信夫(東京)
教会・教師の動き
小橋孝一(東京) 高橋潤(中部) 原田謙(西東京)
北紀吉(東海) 後宮敬爾(北海) 向井希夫(大阪)
○ 本庄旭教会の代務者として秋山徹牧師が就任され
北村慈郎(神奈川) 佃真人(兵庫) 松村重雄(奥羽)
ました。礼拝は松浦義夫教師が奉仕しています。
梅崎浩二(九州) 三浦修(関東)
○ 高橋悦子牧師(桶川伝道所)が左腕脂肪腫除去手術
(信徒)
のため入院治療中です。お祈りください。
高橋豊(西東京) 望月克仁(神奈川) 大杉弘(中部)
○ 日野原記念上尾栄光教会に木村勝則牧師が 2009 年
鈴木功男(東京) 小林貞夫(東海) 江本義一(大阪)
1 月に就任される予定です。
岡田義信(東京) 東谷誠(大阪) 斎藤仁一(東北)
○ 大宮教会に担任教師として就任予定の高田輝樹氏
難波幸矢(東中国) 和田献一(関東)
は 11 月 29 日に准允を受けられる予定です。
伊東永子(神奈川) 津村正敏(兵庫)
○ 秩父教会「創立 100 年 秩父教会の歩み」を刊行。
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

