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     3月の予定 

 2日(月) 最寄り3区教師会 

       櫻井義也牧師宅 10：30ａｍ 

 6日(金) 世界祈祷日 

       各会場 10：30ａｍ 

10日(火) 教会全体修養会委員会 

       武蔵豊岡教会 6：00ｐｍ 

15日(日) 壮年部委員会 

       上尾合同教会 2：30ｐｍ 

20日(金) 地区総会 

       愛泉教会 9：30ａｍ 

23日(月) 最寄り2区教師会 

       鳩山伝道所 10：30ａｍ 

31日(火) 教師委員会 

       大宮教会 2：00ｐｍ 

今月の集会案内等 

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) 

▽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 

【問い合わせ】竹内紹一郎(深谷西島) ☎048-575-2723

 

4月20日(月) 婦人部総会 

  時間 午前10：00～12：00 

  会場 大宮教会 

  開会礼拝 繪鳩アツエ牧師(越生) 

 【問い合わせ】川田光江(越谷) ☎048-962-2213 

お知らせ・お願い 

【地区関係】 
 最寄り3区教師会のご案内 

  日時 3月2日(月) 午前10：30から 

  会場 櫻井義也牧師宅 

      (熊谷市太井111-2 ☎048-524-4914) 

  内容 ①礼拝 櫻井義也牧師 

     ②発題 篠原愛義牧師(鴻巣) 

 【問い合わせ】篠原愛義(鴻巣) ☎048-541-0643 

 
 最寄り2区教師会のご案内  

日時 3月23日(月) 午前10：30から 

会場 鳩山伝道所 

内容 ①礼拝 中山弘隆牧師(三芳) 

     ②発題 山岡磐牧師(初雁) 

     ③交わり、祈り 

【問い合わせ】繪鳩アツエ(越生) ☎03-3953-9641

 

✍ 地区委員会からのお知らせ 

3月19日(木)、大宮教会にて地区総会準備をいた

します。地区総会で配布したい文書などがありま

したら、必ず17日(火)までに深谷西島教会へお送

りください。 

（〒366-0824 深谷市西島1-7-3） 

議員登録が遅れている教会があります。至急書記

（竹内紹一郎 ☎048-575-2723）まで連絡してくだ

さい。 

  伝道委員会からのお知らせ 

  伝道委員会主催の「伝道と賛美の集い」は、来年 

度は10月25日(日)に開催を予定しています。 

  現在、開催を希望する教会を募っています。その 
教会の伝道応援にご奉仕したいと思っておりま 
す。開催を希望する教会はお早めにご連絡をお願 

い致します。 

【問い合わせ】竹内紹一郎(深谷西島) ☎048-575-2723 

 

【教区関係】 

 関東教区「ＫＫＳ春キャンプ」のご案内   

日時 3月26日(木)～28日(土) 

会場 あゆみ幼稚園(シャロンのばら伝道所) 

主題 「友だち － パートⅡ」 

費用 10,000円 

締切 3月11日 

▽交通費と参加費の補助を希望する方は、申込の 

際ご相談ください。 

【問い合わせ】森淑子(狭山) ☎04-2954-8131 

 

【各個教会関係】 

 桶川伝道所「チャリティーコンサート」のご案内  

日時 4月26日(日) 午後2：30から 

会場 桶川伝道所 

内容 池田弦氏“讃美歌をうたう” 

出演 池田弦(オペラ歌手) 

ふちもとゆうこ(ピアニスト) 

まつざわじゅんこ(ヴァイオリニスト) 

曲目 マタイ受難曲、あわれみたまえ、 

わらべうた他 

チケット 1,100円(茶菓付) 

▽桶川伝道所会堂債返済のためのチャリティー 

コンサート。 

   池田氏は、埼玉・東京・山形で合唱団を主宰。 

   「九条を守る会」で多数協力出演しています。 

【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

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 
 浦和別所教会「スプリング コンサート」のご案内 

日時 3月28日(土) 午後2：00～4：00 

会場 浦和別所教会 

ゲスト ＭＡＹＵＫＯ(ハワイアンギタリスト)  

内容 ギター演奏とお話 

【問い合わせ】山田称子(浦和別所) ☎048-861-4210 

教会・教師の動き 

○ 2月8日、日野原記念上尾栄光教会・木村勝則牧師

の就任式が行われました。 

○ 埼大通り教会・平沢功牧師は3月をもって辞任され

ます。 

○ 志木教会・池田玲二牧師は3月をもって辞任され 

ます。 

報 告 

【集会参加者数】 

・三区合同教師会 (1／26)   26名・19教会 

・信教の自由と平和を求める2・11集会 (2／11) 

              134名・35教会 

・壮年部総会 (2／15)    31名・13教会 

・イエマボン重唱団コンサート (2／17) 

               84名・17教会 

 

≪月報をメールで受け取れます≫ 

ご希望の方は、お名前と教会名そして「月報希望」と

書いて下記のメールまで送信してください。 

【申し込み＆問い合わせ先】iwasa@bb.mbn.or.jp 

岩佐浩一(上尾合同) 

 

≪4月、5月の情報をお寄せください≫ 

Fax：048-979-1057 Mail:toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

 

2009 年 2月13日(金)、午後7時より大宮教会を会

場として、2009年度の埼玉地区の各委員会各部の活動

計画及び委員名簿の発表と行事日程の調整等を行なう

「地区総合協議会」が開催されました。 

2009年度の行事日程は、各部各委員会とも例年通り

の行事を予定していました。修養会は 2 年に一度の開

催で今年 8 月に実施されます。また、新年合同礼拝

(2010年1月11日)は三区合同の礼拝となります。 

昨年は総会の議場で「裁判員制度についての研修会」

を行って欲しいとの意見があり、2008年11月23日に

「裁判員制度について学ぶ会」が実施されましたが、

今年は、特に新しい集会や催しものはありません。し

かし、教育委員会の「ＣＳ教師研修会」は隔年毎に行

うので、2009年度は実施されます。また、教会音楽委

員会では、例年行っている教会音楽講習会の他に、奏

楽基礎講座が6月に行われます。「災害対応について学

ぶ会」は、今年度も行う予定です。 

予算では、地区通信委員会が委員が 1 名増え、会議

費・交通費が不足しているため 2 万円の増額要求がさ

れた。一方、災害対応委員会では、各教会・伝道所へ

の配布物などが無くなったため２万円の減額予算がだ

された。 
2009年度も主にある一致と連帯のもと、常に主のみ

声を聞き従いながら、福音の前進に仕える地区となれ

ますようお祈りいたします。 

2009年度の各部各委員会の主な行事予定と日程 

【地区委員会】 

新年合同礼拝     2010年1月11日(月) 

地区総合協議会    2010年2月 

【伝道委員会】 

役員・伝道委員研修会 2009年7月12日(日) 

伝道と賛美の集い   2009年10月25日(日) 

【教育委員会】 

中・KKSキャンプ  2009年8月12日(水)～14日(金) 

 ＣＳせいと大会  2009年11月23日(月) 

ＣＳ教師研修会  2010月1月23日(土)又は30日 

【社会委員会】 

環境問題講演会  2009年5月又は6月 

8・15集会     2009年8月15日(土) 

2・11集会     2010年2月11日(木) 

【教師委員会】 

教師一泊研修会   2009年6月22日(月)～23日(火) 

三区合同教師会  2010年1月25日(月) 

【教会全体修養会】 

教会全体修養会  2009年8月10日(月)～12日(水) 

【地区通信委員会】 

2009年度第1号発行 2009年7月 

2009年度第2号発行 2009年11月 

2009年度第3号発行 2010年3月 

【ホームページ委員会】 

第8回ＩＴ祭り  2009年5月17日(日) 

【災害対応委員会】 

災害対応について学ぶ会 2009年度中 

【障教懇】 

第15回障教懇   2009年9月23日(水)  

【教会音楽委員会】 

教会音楽講習会   2009年6月6日(土) 

奏楽基礎講座   2009年6月27日(土) 

教会音楽講習会  2009年10月17日(土) 

【壮年部】 

修養会      2009年6月28日(日) 

講演会      2009年11月29日(日) 

総会       2010年2月 

【婦人部】 

総会       2009年4月20日(月) 

婦人部全体研修会 2009年7月6日(月) 

もより婦人研修会 2009年10月～11月 

世界祈祷日    2010年3月5日(木)、6日(金) 

【青年部】 

青年の集い    2009年6月、9月、2010年2月 
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