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     7月の予定 

 6日(月) 婦人部全体研修会 

       大宮教会 10：00ａｍ 

     最寄り1区教師会 

       岩槻教会 10：30ａｍ 

10日(金) 地区委員会 

       大宮教会 5：00ｐｍ 

12日(日) 役員・伝道委員研修会 

       鴻巣教会 3：00ｐｍ 

     聖学院教会・東野尚志牧師就任式 

       聖学院教会 3：00ｐｍ 

14日(火) 最寄り3区教師会 

       深谷教会 11：00ａｍ 

19日(日) 壮年部修養会 

       大宮教会 2：30ｐｍ 

アーモンドの会委員会 

       埼玉和光教会 4：00ｐｍ 

21日(火) 教会全体修養会委員会 

       武蔵豊岡教会 10：00ａｍ 

教会・教師の動き 

○ 6月14日、志木教会・潮義男牧師の就任式(主任担

任教師)が行われました。 

今月の集会案内等 

7月6日(月) 婦人部全体研修会 

  時間 午前10：00～午後2：30 

  会場 大宮教会 

  テーマ「いのちの終わりを憶えながら共に生きる 

ことの実際」 

     ～ホスピスのボランティア活動を中心に～ 

  講師 手島恵子先生 

 【問い合わせ】桜井貞子(北本) ☎048-524-4914 

 7月12日(日) 役員・伝道委員研修会 

  時間 午後3：00～5：00 

  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12日(日) 聖学院教会・東野尚志牧師就任式 

  時間 午後3：00から 

  会場 聖学院教会 

  司式 疋田國磨呂牧師（関東教区総会議長） 

 【問い合わせ】東野尚志(聖学院) ☎048-781-2829 

 

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 

 

≪8月、9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 

 

8月10日(月)～12日(水) 教会全体修養会 

  講師 小島誠志先生(松山番町教会) 

           (前日本基督教団議長) 

  主題 「教会は礼拝し、伝道する」 

  聖書 マタイ福音書10章1～25節 

創世記12章1～20節 

  会場 軽井沢「南ヶ丘倶楽部」 

  参加費 大人20,000円、高校生10,000円、 

       中学生5,000円、 

3歳以上小学生まで1,000円  

      （講演聴講のみ大人3,000円） 

      ・部分参加の参加費は、お近くの修養会 

       委員にお問い合わせ下さい。 

  締切 7月6日(月) 

  定員 100人。お早めにお申し込ください。 

  ※「ゴスペル・ワークショップ」開催  

    2日目夜「SOWERSによるゴスペル・ 

コンサート」開催 

  ▽各個教会を越えて主にある交わりと聖書的な 

   良き学びを、緑豊かで爽やかな軽井沢で共有 

   して参りましょう。 

 【問い合わせ】栗原清(武蔵豊岡) ☎04-2965-4348 

  または、お近くの修養会委員迄お気軽にどうぞ。 

 

8月12日(水)～14日(金) 中学生高校生夏期キャンプ 

  会場 ロッジ遊山(妙高高原) 

  講師 川中真牧師(岩槻) 

  テーマ 「あなたが好きです」 

  申込締切 7月26日(日) 布村伸一牧師(熊谷) 

       まで ☎＆FAX 048-521-6018 

  定員50人   費用16,000円 

  対象 中学生、高校生及びその年齢の者 
※6月末に各教会伝道所に詳しい案内を送ります 

 【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330 

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.151  (裏面) 報告：第59回関東教区総会 

来月の集会案内等 
8月15日(土) 平和を求める8・15集会 

時間 午前10：00～正午 

会場 大宮教会 

説教 最上光宏牧師(所沢みくに) 

▽今回は講演ではなく、先日発表された『「日本 

基督教団罪責告白」礼拝式草案』に基づいて、 

礼拝を献げます。各地区での論評を期待されて 

いますので、式後、フロアからのさまざまの反 

応を罪責告白作成委員会に伝える予定です。 

参加費はありませんが、礼拝で献金をお願いし 

ます。 

▽敗戦後守られてきた武器禁輸方針を防衛産業 

は、うやむやにしようと画策しているような昨 

今、第二次大戦敗戦に至った日本の歴史を真剣 

にふり帰るべき時です。教団がただ被害者であ 

ったのか、どうか、あらためて顧みたいと思い 

ます。 

 【問い合わせ】柳下仁(北川辺) ☎03-5813-3680 

お知らせ・お願い 

 埼玉宗教連盟講演会のご案内    【一般関係】

日時 7月8日(水) 午後1：30～3：30 

会場 天理教埼玉支庁(北大宮駅下車徒歩5分) 

  講師 松本滋氏(聖心女子大学名誉教授)  

     「親の心 子の心」 

 【問い合わせ】三羽善次(和戸) ☎0480-32-2112 

 

 埼玉宗教連盟「平和の祈り」の会のご案内 

  日時 7月21日(火) 午後1：00～3：30 

  会場 カトリック川越教会 

(川越市六軒町1-17-15) 

 【問い合わせ】三羽善次(和戸) ☎0480-32-2112 

 【各個教会関係】 

 聖学院教会「ゴスペルコンサート」のご案内 

  日時 7月5日(日) 午後1：00～2：30 

  会場 聖学院教会 

  出演 スターフィッシュ 

(ミャンマー人シンガー ジャドソン) 

 【問い合わせ】東野尚志(聖学院) ☎048-781-2829 

 

 埼玉新生教会講演会のご案内 

  日時 7月22日(水) 午前11：00～午後1：00 

  会場 埼玉新生教会 

 講演 「聖地イスラエルからのメッセージ」 

 講師 榊原茂氏(イスラエル観光省公認ガイド) 

 ▽参加無料。どなたでもご参加ください。 

 【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379

 

【地区関係】 

 最寄り1区教師会のご案内  

日時 7月6日(月) 午前10：30～午後1：00 

会場 岩槻教会 

内容 ①開会礼拝 川中真牧師(岩槻) 

     ②発題 「イスラエル旅行報告」  

本間一秀牧師（川口） 

     ③近況報告・諸連絡・昼食懇談(昼食代千円)

▽昼食の準備をいたしますので、出欠については、

岩槻教会 川中真牧師まで、ＦＡＸ(048－756 

－0479)または電話(048－756－0468)で6月29 

日(月)までにご連絡くださいますよう、お願い

いたします。 

【問い合わせ】石神稔(西上尾) ☎048-863-9476 

 

 最寄り3区教師会のご案内 

  日時 7月14日(火) 午前11：00から 

  会場 深谷教会 

  発表 清水与志雄(行田) 

 【問い合わせ】三羽善次(和戸) ☎0480-32-2112 

 

第一日目 ６月４日(木)  於：大宮ソニックシティ 

 開会礼拝（説教：二宮めぐみ牧師）のなかで、准允

式と按手礼式(司式：疋田國磨呂関東教区総会議長）が

執り行われました。その後聖餐を祝い、献金をささげ、

礼拝を閉じました。その後新任教師の紹介と隠退教師

感謝の時がありました。  

 午後は、はじめに来賓紹介と、教団問安使（鈴木教

団書記）の挨拶（教団議長挨拶を朗読）とそれに関し

ての質疑応答があり、議事に入りました。今回の教区

総会は執行部の選挙が大切な議題です。第一日目は、

関東教区総会議長、副議長、宣教部委員長の選挙が議

事と平行して進められました。 

第二日目 ６月５日(金)    

 議事が始まり、まず常置委員（教職5人、信徒5人）

の第１回目の選挙が行われました。次いで、分科会報

告、特別委員会報告がなされ、議案の審議が行われま

した。午前中に常置委員の第２回目の選挙が行われま

した。 

午後は逝去教師追悼式が執り行われ、次いで議事に

入り、議案の可決、報告の承認を順次すすめていきま

した。教区総会議員からの提案による、議案第２７号

“聖餐式の正しい執行に関する件”は継続審議（常置

委員会付託）となりました。すべての議案と報告の審

議を終えて、教区総会が終わりました。 

【教区総会議長】疋田國磨呂(大宮) 
【教区総会副議長】飯塚拓也(竜ヶ崎) 
【教区総会書記】小池正造(東新潟) 
【宣教部委員長】平山正道(四條町) 

【常置委員教師】秋山徹(上尾合同) 石橋秀雄(越谷) 

熊江秀一先生(新津) 三浦修(埼玉和光)  

塚本潤一(高崎) 

【常置委員信徒】大島健一(大宮) 滝川英子(七里) 

 内山一(鹿島) 佐久間文雄(志木) 和田献一(氏家) 

報告：金田佐久子(西川口) 
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