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6 月の予定

1 日(月) 伝道委員会
埼玉新生教会 6：30ｐｍ
6 日(土) 春の教会音楽講習会
大宮教会 1：30ｐｍ
9 日(火) 教師委員会
大宮教会 2：00ｐｍ
教育委員会
初雁教会 4：00ｐｍ
12 日(金) 災害対応委員会
大宮教会 5：00ｐｍ
14 日(日) 志木教会・潮義男牧師就任式
志木教会 3：00ｐｍ
15 日(月) 婦人部委員会
東大宮教会 10：00ａｍ
21 日(日) 社会活動委員会・社会委員会
上尾合同教会 3：00ｐｍ・5：00ｐｍ
22 日(月)〜23 日(火) 教師一泊研修会
ウエルサンピア埼玉おごせ
27 日(土) 第１回奏楽基礎講座
東大宮教会 1：30ｐｍ
28 日(日) 環境問題講演会
埼大通り教会 3：00ｐｍ
青年部青年の集い
坂戸いずみ教会 3：30ｐｍ
【関東教区の主な予定】
4 日(木)〜5 日(金) 関東教区総会

今月の集会案内等
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 14 日(日) 志木教会・潮義男牧師就任式
時間 午後 3：00
会場 志木教会
司式 疋田國磨呂牧師(関東教区総会議長)
【問い合わせ】潮義男(志木) ☎048‑473‑0024
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
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 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
6 月 28 日(日) 青年部青年の集い
時間 午後 3：30〜7：00
会場 坂戸いずみ教会（高麗川河川敷）
内容 礼拝とバーベキュー
説教 山岡創牧師(坂戸いずみ)
参加費 300 円
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049‑283‑0330

お知らせ・お願い
【地区関係】
a アジア学院生ホームステイ (地区婦人部活動)
6 月 27 日(土)〜29 日(月)
今年の地区内のホストファミリーは以下のご家
庭です。お祈りのうちにお覚えください。
・齊藤勝子姉(安行)
・秋山星子姉(上尾合同)
・細川敦子姉、深見宣子姉(東所沢)
・桜井貞子姉(北本)
【問い合わせ】桜井貞子(北本) ☎048‑524‑4914

【一般関係】
6 月 27 日(土) 第１回奏楽基礎講座
 埼玉同宗連研修会のご案内
時間 午後 1：30 から
日時 6 月 8 日(月) 午後 1：30〜3：00
会場 東大宮教会（駐車場はありません。公共交
教会・教師の動き
会場 埼玉仏教会館
☎048‑861‑2138
通機関でおいでください）
(さいたま市浦和区高砂 14‑13‑8 )
主題 「リードオルガンの弾き方と奏楽者の心得」
○ 5 月 24 日、東京聖書学校吉川教会の牧師就任式が
講師
吉田勉氏(さいたま市人権教育推進室長)
講師 成田惠子先生(大宮教会員)
行われました。
「部落史に学ぶ人権教育」
会費 500 円
主任担任教師：深谷春男牧師
【問い合わせ】三羽善次(和戸) ☎0480‑32‑2112
【問い合わせ】長尾愛子(小川) ☎0493‑72‑4904
担任教師：深谷美歌子牧師、片平貴宣牧師
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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来月の集会案内等
7 月 12 日(日) 役員・伝道委員研修会
会場 鴻巣教会
テーマ 「埼玉伝道の現状と幻」(パート 3)
発題 教師：中村眞牧師(埼玉新生)
「神をほめたたえる家族」
信徒：菰田愃恵姉(飯能)
「讃美歌でつながる教会と地域」
▽発題後、分団に分かれての話し合いの時があり
ます。役員・伝道委員の皆様はもちろん、牧師
先生、さらに伝道に興味や重荷をもっておられ
る信徒の方々の御参加を心よりお待ちしており
ます。
▽駐車場に限りがありますので、公共交通機関を
ご利用下さい。
【問い合わせ】竹内紹一郎(深谷西島) ☎048‑575‑2723
7 月 19 日(日) 壮年部修養会
時間 午後 2：30〜5：00
会場 大宮教会
開会礼拝 疋田國磨呂牧師(大宮)
主題 共に考えよう、教会の成長
〜データから観る教団の歩み〜
【問い合わせ】松下充孝(大宮) ☎048‑652‑0543

お知らせ・お願い

☺ 桶川伝道所「ペンテコステ音楽伝道会」のご案内
霊の風に乗せて
日時 6 月 21 日(日) 午後 2：30 から
会場 桶川伝道所
メッセージ 岡村叉男牧師
(日本同盟基督教団横須賀中央教会名誉牧師)
出演 小澤省吾(クロマティック、ハーモニカ)
下公子(ヴァイオリン、独唱)
村上紀子(オルガン伴奏)
▽入場無料。お誘い合わせてお越し下さい。
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048‑787‑5921
{ 北本教会「チャペルコンサート」のご案内
日時 6 月 27 日(土) 午後 2：00 から
会場 北本教会
出演 亀井道子さんのヴァイオリン演奏
(「題名のない音楽会」のレギュラー演奏者)
▽入場無料、どなたでもおいで下さい。
【問い合わせ】石川栄一(北本) ☎048‑591‑1558
 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
* 日野原記念上尾栄光教会「特別伝道礼拝」のご案内
日時 6 月 28 日(日) 午前 10：30〜12：00
会場 日野原記念上尾栄光教会
説教「朽ちるいのちと朽ちないいのち」
説教者 日野原重明先生(聖路加国際病院理事長)
▽駐車場には限りがありますので、公共交通機関
をご利用下さい。
【問い合わせ】日野原記念上尾栄教会 ☎048‑722‑3471

武蔵豊岡教会「創立 120 周年記念講演会」のご案内
日時 6 月 28 日(日) 午後 2：00 から
会場 武蔵豊岡教会
講演「ジョン・ウェスレーの信仰と働きに学ぶ」
聖書 ローマの信徒への手紙 3 章 23〜26 節
講師 深町正信先生(前青山学院院長・名誉院長)
▽武蔵豊岡教会が入間の地に建てられて、今年で
120 年を迎えました。メソジスト教会の信仰を
受け継いだ、地域の教会として人々から親しま
れています。1923 年に建設された、尖塔のある
会堂は街のランドマークとなっています。参加
は無料です。どうぞお気軽にお出かけ下さい。
【問い合わせ】栗原清(武蔵豊岡) ☎04‑2965‑4348
} 東所沢教会「チャ−チコンサ−ト」のご案内
日時 6 月 28 日(日) 午後 2：00〜3：30
会場 東所沢教会
内容 バンジョ−によるコンサ−ト
出演 原さとし氏
(５弦ブル−グラスバンジョ−奏者)
青木研氏(４弦プレクトラバンジョ−奏者)
▽入場無料
【問い合わせ】深見祥弘(東所沢) ☎04‑2945‑5169
【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
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

【各個教会関係】
¬ 東大宮教会特別伝道礼拝のご案内
日時 6 月 21 日(日) 午前 10：15 から
会場 東大宮教会
説教者 大住雄一牧師(東京神学大学教授)
「み心は、どこにあらわれるか」
【問い合わせ】山ノ下恭二(東大宮) ☎048‑684‑5323
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