埼玉地区月報 No.146
☃

2009.1.28 発行

2 月の予定

2 日(月)〜3 日(火) アーモンドの会委員会
軽井沢・すずかる荘 3：00ｐｍ
3 日(火) 教会全体修養会委員会
武蔵豊岡教会 6：00ｐｍ
6 日(金) 災害対応委員会
大宮教会 5：00ｐｍ
8 日(日) 上尾栄光教会・木村勝則牧師就任式
日野原記念上尾栄光教会 2：30ｐｍ
9 日(月) 婦人部委員会
大宮教会 10：00ａｍ
10 日(火) 教育委員会
初雁教会 6：00ｐｍ
11 日(水) 信教の自由と平和を求める 2・11 集会
大宮教会 10：00ａｍ
13 日(金) 地区総合協議会
大宮教会 7：00ｐｍ
15 日(日) 壮年部総会
岩槻教会 2：30ｐｍ
20 日(金) 地区委員会
大宮教会 5：00ｐｍ
22 日(日) 青年部青年の集い
川越教会 3：00ｐｍ
【関東教区の主な予定】
10 日(火) 常置委員会

教会・教師の動き
○ 1 月 18 日、大宮教会・髙田輝樹伝道師の就任式が
行われました。
○ 桶川伝道所・高橋悦子牧師の左腕脂肪腫除去手術
が無事終了しました。

最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。

今月の集会案内等
2 月 8 日(日) 上尾栄光教会・木村勝則牧師就任式
時間 午後 2：30
会場 日野原記念上尾栄光教会
司式 疋田國磨呂牧師(関東教区総会議長)
【問い合わせ】日野原記念上尾栄光教会
☎048‑722‑3471
2 月 11 日(水) 信教の自由と平和を求める 2・11 集会
時間 午前 10：00〜正午
会場 大宮教会
講演 「平和のもとい
―『尊厳なる他者』に出会う」
講師 東海林勤氏(ＮＰＯ法人高麗博物館館長)
参加費 300 円
主催 社会委員会
▽東海林氏は、元日本キリスト教協議会総幹事。
農村伝道神学校専任教師にも勤務。日本基督
教団教師、通産 26 年間牧会に従事 2003 年隠退。
【問い合わせ】平沢功(埼大通り) ☎048‑852‑2735
2 月 15 日(日) 壮年部総会
時間 午後 2：30 から
会場 岩槻教会
議案 活動報告、会計報告等
▽壮年の皆様ぜひ御参集下さい。
【問い合わせ】松下充孝(大宮) ☎048‑652‑0543

来月の集会案内等
3 月 6 日(金) 世界祈祷日
(婦人部活動)
時間 午前 10：30 から （受付 10：00）
会場 1 区：上尾合同教会
2 区：所沢武蔵野教会
3 区：熊谷カトリック教会
主催 NCC 日本キリスト教協議会(女性委員会)
▽イエス・キリストの十字架の時を覚えて、3 月
の最初の金曜日に定められたこの日を大切に
して、すべての人々のために平和を願い、世
界の姉妹兄弟と共に礼拝を捧げましょう。
【問い合わせ】川田光江(越谷) ☎048‑962‑2213
3 月 20 日(金・祝) 地区総会
時間 午前 9：30〜午後 3：30
会場 愛泉教会
内容 地区委員長・委員選挙、各部各委員会報告
予算決算、地区宣教活動計画等
▽教会の信徒議員を各教会・伝道所の役員会で
選任しておいて下さい。
【問い合わせ】竹内紹一郎(深谷西島) ☎048‑575‑2723

お知らせ・お願い

【各個教会関係】
= 東所沢教会特別礼拝・講演会のご案内
日時 2 月 15 日(日)
会場 東所沢教会
特別礼拝 午前 10：30 から
2 月 22 日(日) 青年部青年の集い
証し「私の恵みはあなたに十分である」
時間 午後 3：00〜午後 7：30
講演会
午後 1：30 から
会場 川越教会
題 「私が私であり続けるために」
内容 礼拝とお鍋を囲んでの交わり
講師 多和田悟氏
説教 木ノ内一雄牧師(川越)
(盲導犬訓練士、映画「クイール」モデル)
参加費 300 円
参加費 無料(礼拝時に献金あり)
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049‑283‑0330
【問い合わせ】深見祥弘(東所沢) ☎04‑2945‑5169
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お知らせ・お願い
【地区関係】
{ 地区総合協議会のご案内
日時 2 月 13 日(金) 午後 7：00 から
会場 大宮教会
内容 各委員会・各部等の次年度の委員編成、計
画と日程、委員会日程、予算等協議し調整。
▽各代表者の方は、当日必ず次年度の委員構成、
委員会日程、行事日程をご提出ください。
※夕食はありませんので、各自済ませて来てくだ
さい
【問い合わせ】竹内紹一郎(深谷西島) ☎048‑575‑2723
 地区総会報告書提出のお願い
各委員会・各部等の代表者の方は、地区総会に向
けて年度報告をご提出ください。
書式：Ａ4、余白(上下左右 20 ミリ)、40 行、
1 行／45 字、10.5 ポイント、タイトルは
16〜20 ポイント
提出期限 2 月 20 日
▽地区書記・竹内紹一郎までご提出ください。
メールの場合は、必ず添付で送って下さい。
なお、地区総合協議会(2 月 13 日)にご持参下さ
っても結構です。
Ｅ‑mail：fukanishi@yahoo.co.jp
〒366‑0824 深谷市西島 1‑7‑3
【問い合わせ】竹内紹一郎(深谷西島) ☎048‑575‑2723

a 地区会計からのお願い
2008 年度の地区分担金を未納の教会は、速やかに
納めて下さいますようお願いいたします。
【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
~ 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
発行いたしました。
新年合同礼拝の時(1 月 12 日)に各教会・伝道所に
は、2 部ずつお渡ししました。
今後、地区総会等の集会で、一般販売します
1 冊 500 円です。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) ☎04‑2945‑5169
* 埼玉地区ハンドブック一部訂正のお知らせ
① 川口教会の集会案内の訂正です。
1． 集会案内
祈祷会 毎週水曜日 19：00〜
婦人会 毎月第 2 日曜日 礼拝後
青年会 偶数月第 3 日曜日 礼拝後
追加 昼間の集会 毎月第 2、第 4 水曜日
午前 10：30〜
礼拝、教会学校、壮年会に関しては現在通り
2． 駐車台数 日曜、平日共に４台
礼拝堂収容人数、身障者トイレに関しては
現在の通り
② 狭山伝道所の礼拝時間、午前 10：00 を午前
10：30 にご訂正ください。

報

告

新年合同礼拝
日時 2009 年１月 12 日(月) 成人の日
午前 10：30 から
【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)
・子供説教も李牧師
司会者 金刺英雄兄(上尾合同)
聖餐式 秋山徹牧師(上尾合同)
出席者 160 名・25 教会
献金額 145,813 円
【２区】
会 場 武蔵豊岡教会
説教者 山岡磐牧師(初雁)
子供説教 森淑子牧師(狭山)
司会者 吉田純兄(武蔵豊岡)
聖餐式 最上光宏牧師(所沢みくに)
出席者 123 名・17 教会
献金額 103,210 円
【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
司会者 黒澤弘子姉(鴻巣)
聖餐式 篠原愛義牧師(鴻巣)
出席者 68 名・13 教会
献金額 57,950 円

報 告

前月号で一部間違いがありました。
≪月報をメールで受け取れます≫
≪3
月、4
月の情報をお寄せください≫
下記が正確な参加者数です。
ご希望の方は、お名前と教会名そして「月報希望」と
各個教会の情報もお寄せください。
・裁判員制度を学ぶ会 (11／23)
37 名 15 教会
書いて下記のメールまで送信してください。
◎ＦＡＸ：048‑979‑1057
・第 14 回アーモンドの会 (11／24) 48 名 17 教会
【申し込み＆問い合わせ先】iwasa@bb.mbn.or.jp
◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.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 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

