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4 月の予定

1 日(水) 教会音楽委員会
大宮教会 2：00ｐｍ
13 日(月) 伝道委員会
大宮教会 6：30ｐｍ
14 日(火) 教育委員会
初雁教会 6：00ｐｍ
19 日(日) ホームページ委員会
西川口教会 4：00ｐｍ
20 日(月) 婦人部総会
大宮教会 10：00ａｍ
21 日(火) 教会全体修養会委員会
武蔵豊岡教会 6：00ｐｍ
29 日(水) 社会委員会
和戸教会 10：00ａｍ
【関東教区の主な予定】
21 日(火) 常置委員会
≪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)
≪5 月、6 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、ホームページにも掲載します。
◎ＦＡＸ：048‑979‑1057
◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp
【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
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
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

教会・教師の動き
○ 東京聖書学校吉川教会・西海満希子牧師、岡田は
るみ伝道師は 3 月末をもって辞任されます。
○ 浦和別所教会・井上博子伝道師は 3 月末をもって
辞任されます。
○ ベウラ教会石川喜一牧師夫人・石川綾姉が、3 月 3
日(火)逝去されました。6 日(金)午後７時納棺式、
７日(土)午後１時告別式がベウラ教会で行われま
した。
石川先生ご家族、教会の皆様の上に、お慰めをお
祈りいたします。

来月の集会案内等
5 月 17 日(日) 第 8 回ＩＴ祭り
時間 午後 3：00〜5：00
会場 埼玉新生教会
テーマ「私のパソコン＆インターネット利用法」
−もっと面白く、もっと有効に−
発題 ①掲示板設置 −こんなにも簡単に
掲示板が設置できます−
②パワーポイント
−教会の集会で活用できます−
③教会のホームページを作ってみよう
−安行教会のＨＰを作ってみます−
▽発題の他に、埼玉地区でホームページを開設し
ている教会の現状を報告して頂く予定です。
ホームページを開設している教会の担当者は
ぜひ出席して下さるようお願い致します。
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048‑852‑1379

お知らせ・お願い

【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
○ 鳩山伝道所の藍田修牧師夫人・藍田菜穂子姉(56
日時 4 月 26 日(日) 午後 2：30 から
歳)が 3 月 20 日(金)、脳梗塞により逝去されまし
会場 桶川伝道所
た。
内容 池田弦氏 讃美歌をうたう
3 月 22 日(日)、主日礼拝において告別の時を持ち
出演 池田弦(オペラ歌手)
火葬されました。
ふちもとゆうこ(ピアニスト)
葬儀は次の通り行われます。
まつざわじゅんこ(ヴァイオリニスト)
・日時 4 月 5 日(日) 午後 4 時
曲目 マタイ受難曲、あわれみたまえ、
・会場 梅沢集会所 (旧西山荘)
わらべうた他
埼玉県比企郡鳩山町鳩ケ丘 5‑15‑1
チケット 1,100 円(茶菓付)
☎049‑296‑2362
▽桶川伝道所会堂債返済のためのチャリティー
藍田先生ご家族、鳩山伝道所のために、どうぞお
コンサート。
祈りください。
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
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
【一般関係】
} 部落問題に取り組むキリスト教連帯会議「第 17 回
狭山現地調査・学習会」のご案内
日時 3 月 31 日(火) 午後 3：00〜
4 月 1 日(水) 午後 2：00
会場 狭山伝道所
宿泊 新狭山ホテル
開催目的 ①狭山を訪れ。直接自分自身で狭山事
件を考える。
②部キ連での「狭山再審請求」の輪を
広げる。
③部キ連として東京高裁、検察庁に再
審・証拠開示を請求する。
内容 1 日目 開会礼拝、講演(石川一雄さん)他
2 日目 現地調査・学習会他
参加費
全日参加 8,000 円(宿泊、夕食代他)
部分参加 2,000 円(夕食代、資料代)
参加申込 泉北ルーテル教会 ☎072‑236‑5021

報告：埼玉地区総会
2009 年 3 月 20 日(金)、2003 年に新会堂を建てた愛
泉教会を会場として、2009 年度の埼玉地区総会が開催
されました(午前 9 時 30 分より午後 3 時 30 分まで)。
開会礼拝は、初雁教会の山岡磐牧師が担当されまし
た。議長は深見祥弘牧師(東所沢・地区委員長)が務め
ました。
出席者は開会時点で正議員 137 名のうち 98 名。
(1)地区委員長選挙
まず予備選挙を行い、秋山徹(上尾合同)、石橋秀雄(越
谷)、田中かおる(安行)、深見祥弘(東所沢)、中村眞(埼
玉新生)、三浦修(埼玉和光)(50 音順)の各牧師が選ば
れました(予備選では上位 5 名が選ばれるが、5 位が 2
人同数のため今回は 6 人選出)。本選挙の結果、深見祥
弘牧師が過半数を獲得し地区委員長に再選されまし
た。
(2)地区委員選挙 (半数改選)
教師 栗原清(武蔵豊岡・再)、中村眞(埼玉新生・新)、
山ノ下恭二(東大宮・新)
信徒 三井田忠昭(岩槻・新)、佐久間文雄(志木・新)
留任は教職：竹内紹一郎(深谷西島)、田中かおる(安
行)、土橋誠(飯能)、信徒：石川幸男(大宮)、長尾愛子
(小川)
なお、教師・金田佐久子(西川口)、信徒・豊川昭夫(越
谷)は 2 期 4 年を満了しました。

(ヨハネの手紙第一 4 章 7 節)
地区主題、聖句は前年度と同じです。主より、
「愛す
る者たち」と呼びかけられている地区内教会・伝道所
とそこに連なる人々は、互いに愛し合うことをもって、
愛の神を知ります。また、この愛の神の導きにより、
主にある交わりを深めます。
【活動について】
①教会全体修養会と新年合同礼拝を行います。
②災害対応についての学びを今年度も行います。
③地区内諸教会・伝道所の状況と、地区の働きを総合
的に見つめ、将来を展望します。
④各委員会、各部の働きを恵み深いものにします。
⑤地区は、各個教会・伝道所と共に悩みや喜びを分か
ち合います。
⑥地区は、日本基督教団や社会(平和)のために祈りま
す。
(4)2009 年度地区一般会計予算
総額 6,361,335 円。
各教会の分担金総額は 2008 年度と
ほぼ同額。また各個教会の分担金も 2008 年度とほぼ
同額。
今年の地区総会は、開始まもなく関東教区巡回教師
の地区総会での位置付をめぐって活発な意見のやり取
りがありました。結局、次年度の地区委員会で検討協
議することになりました。今年は地区委員長選挙、地
区委員選挙があるので、時間内で終わらないのではな
いかと思われましたが、最後は予定通りキッチリ 3 時
30 分に終わり、神様に守られた総会と実感しました。
教会の内も外も様々な問題があったとして、どのよう
な状況の中でも主にある一致と連帯のもとに、埼玉地
区 59 教会・伝道所が共に力強く歩む地区となれますよ
う祈ります。
尚、地区総会終了後、第 1 回地区委員会が行われま
した。
報告：豊川昭夫(ホームページ委員会)

☺ 日本キリスト教団 全国教会婦人会連合会 40 周年
全国集会のご案内
日時 6 月 2 日(火) 午後 1：00〜
6 月 3 日(水) 午後 3：00
会場 千葉・幕張メッセ
規模 1,500〜1,700 名
(3)2009 年度の宣教活動計画
主題「地の塩 世の光 −教会の肢として明日の
【主題について】
宣教を担う−マタイによる福音書を学びつつ」
主題「主にある交わりを深めよう −互いに愛し合い、
主題講演 焼山満里子姉(東京神学大学講師)
神を知る」
費用 10,000 円(1 日目夜、2 日目昼の食事代含)
聖句「愛する者たら、互いに愛し合いましょう。愛は
【問い合わせ】各教区委員長
神から出るもので、愛する者は皆、神から生まれ神を
全国教会婦人会連合事務局
知っているからです」
(右上へ続く)
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