
埼玉地区月報 No.149 2009.4.22発行 今月の集会案内等 

     5月の予定 

11日(月) 最寄り1区教師会 

       大宮教会 10：30ａｍ 

13日(水) 教会音楽委員会 

       大宮教会 2：00ｐｍ 

17日(日) 第8回ＩＴ祭り 

              埼玉新生教会 3：00ｐｍ 

アーモンドの会委員会 

       埼玉和光教会 4：00ｐｍ 

24日(日) 壮年部委員会 

       埼玉和光教会 2：30ｐｍ 

25日(月) 最寄り2区教師会 

       東所沢教会  

26日(火) 地区委員会 

       大宮教会 5：00ｐｍ 

【関東教区の主な予定】 

22日(金) 関東教区教会婦人会連合総会 

教会・教師の動き 

○緑聖教会は、4月より聖学院教会へと名称が変わりま

した。東野尚志牧師が主任担任教師として就任。 

○志木教会の主任担任教師として潮義男牧師が4月に 

就任。 

○東京聖書学校吉川教会の主任担任教師として深谷春 

 男牧師、担任教師として深谷美歌子牧師と片平貴宣 

 牧師が4月に就任。 

○4月より埼大通り教会の代務者として中村眞牧師 

(埼玉新生)が就任。 

○4月、柳田洋夫牧師が聖学院大学教務教師に就任。 

○平沢功牧師(無任所)の新住所 

 〒338-0816 さいたま市桜区塚本323-68 

 ☎048-854-6937 

 

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。 

  ▽どなたでもご自由にご参加ください。 

【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379

来月の集会案内等 

6月6日(土) 春の教会音楽講習会 

  時間 午後1：30から 

  会場 大宮教会  

  テーマ 「結婚式の奏楽」  

  講師 木田みな子先生 

(ユビラーテ奏楽者の会代表) 

  会費 500円 

 【問い合わせ】長尾愛子(小川) ☎0493-72-4904 

 

≪6月、7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。 

(ホームページには締切はありません) 

◎ＦＡＸ：048-979-1057 

◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

 6月22日(月)～23日(火) 教師一泊研修会 

  会場 ウエルサンピア埼玉おごせ  

      埼玉県入間郡越生町古池700番地 

      電話 049-292-6111（代） 

      ＪＲ八高線・東武越生線 越生駅より 

「黒山行・休暇 センター行」バス乗車。

休暇センター下車 （越生駅より15分）。 

      電車で来られる方は13：15頃までに「越 

生駅」に集合してくだされば送迎バスを

手配予定。 

  主題「現代に生きる人々が抱える諸問題」 

        ～心理カウンセラーの立場から～ 

  講師 藤掛明先生（聖学院大学総合研究所 

       カウンセリング研究センター准教授・ 

臨床心理士） 

 【問い合わせ】石神稔(西上尾) ☎048-863-9476 

 

6月27日(土) 第１回奏楽基礎講座 

時間 午後1：30から 

会場 東大宮教会（駐車場はありません。公共交 

通機関でおいでください） 

主題 「リードオルガンの弾き方と奏楽者の心得」 

講師 成田惠子先生(大宮教会員) 

会費 500円 

＊詳しくは5月にチラシを各教会にお送りします 

のでごらんください。 

 【問い合わせ】長尾愛子(小川) ☎0493-72-4904 

 

6月28日(日) 環境問題講演会 

  時間 午後3：00から 

  会場 埼大通り教会 

  講演 私たちにできることはなにか 

…核燃問題に関して 

  講師 野坂庸子氏(奥州教区、田名部教会員) 

  参加費 300円 

 【問い合わせ】柳下仁(北川辺) ☎03-5813-3680 

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 



埼玉地区月報  No.149  (裏面) 

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 5月11日(月) 午前10：30～午後1：00 

会場 大宮教会 

内容 ①開会礼拝 疋田勝子牧師(大宮) 

     ②新任教師歓迎会 

     ③2009年度の教師会スケジュール 

④近況報告・諸連絡・昼食懇談 

（昼食代：1,000円） 

▽ご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。昼食の準備を致しま 

すので、出欠については大宮教会疋田勝子牧師 

まで、ＦＡＸ(048-641-9347)または電話(048- 

641-6148)で5月１日(金)までにご連絡下さい。

【問い合わせ】石神稔(西上尾) ☎048-863-9476 

  

 最寄り2区教師会のご案内  

日時 5月25日(月) 

会場 東所沢教会 

内容 ①礼拝   山岡創牧師(坂戸いずみ) 

     ②発表者 稲生勝也牧師(毛呂) 

【問い合わせ】繪鳩アツエ(越生) ☎03-3953-9641 

 

 地区月報受取部数変更に関してのお知らせ 
  現在、地区月報は各教会・伝道所に、展示用1枚 
  と教職・役員人数分を送っていますが、受取部数 
  の変更をされる場合は下記まで、ＦＡＸまたは 

メールで教会名と希望部数を書いて送ってくだ 
さい。 

  ・ＦＡＸ：048-979-1057 
  ・Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 
 【問い合わせ】豊川昭夫(越谷) ☎048-979-4380 

 「インターＦＡＸ」をご利用ください 

 埼玉地区では、緊急連絡網として、ＦＡＸで地区 
内全ての教会に一度で送信できる「インターＦＡ 
Ｘ」を導入しています 
現在、緊急連絡時に使用していますが、各教会で 
葬儀関係など、至急地区内全ての教会へ連絡した 
い時は、地区書記の竹内までご連絡下さい。 

【連絡先】竹内紹一郎(深谷西島) ☎048-575-2723 

 

【各個教会関係】 

 毛呂教会創立記念特別礼拝のご案内 

  日時 5月10日(日) 午前10：30～12：30 

  会場 毛呂教会 

  講演「ガン医療と心のケア」 

  講師 大西秀樹教授(埼玉医科大学精神腫瘍科) 

 【問い合わせ】稲生勝也(毛呂) ☎049-294-3444 

 

 東大宮教会創立38周年記念礼拝のご案内  

日時 5月17日(日) 午前10：15から 

会場 東大宮教会 

説教者 左近豊牧師(聖学院大学人間福祉学部 

副チャプレン) 

     「希望を紡ぎだす言葉」 (10：15～) 

     「旧約聖書の読み方」  (12：00～13：00)

【問い合わせ】山ノ下恭二(東大宮) ☎048-684-5323 

 
☺ 越谷教会第3回他教会訪問ツアー 
  日時 5月23日(土) 午前10：00から 

  訪問先 和戸教会 

  ▽一昨年は野田教会、昨年は春日部教会を訪問し

   ました。 

今年は、埼玉地区で最も古い歴史を持つ和戸 

   教会を訪問し、礼拝堂を見せて頂き、和戸教会

   の歴史と伝道を学びつつ、三羽牧師と共に豊か

   な交わりのひと時をもてますよう、お祈りの内

   にお覚え頂ければ幸いです。 

  大宮教会「チャペルコンサート」のご案内 

日時  6月28日(日) 午後3：00～ 

会場  大宮教会 

出演  女性ゴスペルグループ“トリニティー” 

▽入場無料（自由献金あり）。 

どなたでもおいでください。 

【問い合わせ】大宮教会 ☎048-641-6148 

 

【関東教区関係】 

 関東教区婦人会連合総会のご案内  
日時 5月22日(金) 午後1：00から 

      (受付 午後0時30分～1：00)  

会場 大宮教会 
開会礼拝 疋田國磨呂牧師(大宮) 
     「天地創造の前からの愛と選び」 

【問い合わせ】桜井貞子 (北本) ☎048-524-4914 

 

【一般関係】 

☺ 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 

  主題「地の塩 世の光 －教会の肢として明日の 

   宣教を担う－マタイによる福音書を学びつつ」 

  主題講演 焼山満里子姉(東京神学大学講師) 

  費用 10,000円(1日目夜、2日目昼の食事代含) 

 【問い合わせ】各教区委員長 

     全国教会婦人会連合事務局 ☎03-3203-4258 

 

≪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) 

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 


