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     8月の予定 

10日(月)～12日(水) 教会全体修養会 

       軽井沢「南ヶ丘倶楽部」 

12日(水)～14日(金) 中学生高校生夏期キャンプ 

       ロッジ遊山(妙高高原) 

15日(土) 平和を求める8・15集会 

       大宮教会 10：00ａｍ 

     社会委員会 

       大宮教会 8・15集会終了後 

23日(日) アーモンドの会委員会 

       埼玉和光教会 4：00ｐｍ 

教会・教師の動き 

○ 7月12日、聖学院教会・東野尚志牧師の就任式 

(主任担任教師)が行われました。 

報 告 

【集会参加者数】 

・第8回 ＩＴ祭り (5／17)   31名・12教会 

・春の教会音楽講習会 (6／6)   29名・14教会 

・教師一泊研修会 (6／22～23) 30名・20教会 

・第1回奏楽基礎講座 (6／27) 33名・15教会 

・環境問題講演会 (6／28)   15名・10教会 

・婦人部全体研修会 (7／6)  115名・37教会 

・役員・伝道委員研修会 (7／12) 59名・17教会 

・壮年部修養会 (7／19)    70名・16教会 

 

≪9月、10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 

 

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」 

  ▽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 

 

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 
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330 

 

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。 

 【問い合わせ】柳下仁(北川辺) ☎03-5813-3680 

 

9月19日(土) 災害対応について学ぶ会 

  時間 午前10：00～正午 

  会場 大宮教会 

  テーマ 「被災教会として一番伝えたいこと」 
  講師 新井純牧師(十日町教会) 
  【問い合わせ】三羽善次(和戸) ☎0480-32-2112 

 

9月23日(水・祝) 第15回障がいを負う人々と共に 

生きる教会を目指す懇談会（アーモンドの会） 

  時間 午前10：00～午後4：00 

会場 埼玉和光教会 

主題「発達障がいをめぐって」 

～ユニバーサルな教育をめざして～   

講師 戸田昌子先生(小学校教諭) 

(特別支援教育士ス－パーバイザー） 

  証  森晶子さん(埼玉和光教会委員) 

会費 1000円（昼食代込み） 

申込 できるだけ教会ごとにファクスでお申し 

込みください。或いは郵送。個人で申し込 

まれても差し支えありません。  

     ℡＆fax 048-648-7115（石川） 

   締切 9月8日(火) 

 【問い合わせ】長尾邦弘(小川) ☎0493-72-4909 

お知らせ・お願い 

 上尾使徒教会「特別伝道礼拝」のご案内  

日時 8月9日(日) 午前10：00から 

会場 上尾使徒教会 

説教 「床を担ぐ」 

       ヨハネによる福音書5章1～9a節 

説教者 小島誠志牧師(四国教区・松山番町教会) 

【問い合わせ】松本のぞみ(上尾使徒) ☎048-776-7108 

 

(今月号の裏面、2009年度埼玉地区各委員会各部名簿) 

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 



○
◎ ・ 深見祥弘 (東所沢) ○ ◎ ・ 竹内紹一郎 (深谷西島) ○ ◎ ・ 山岡　創 (坂戸いずみ) ◎ ・ 柳下　仁 (北川辺)
○ ・ 中村　眞 (埼玉新生) ◆ 安田正人 (東所沢) ◆ 最上久美子 (所沢みくに) ◆ ・ 永井二三男 (浦和東)
◆ ・ 竹内紹一郎 (深谷西島) ◇ 西谷祐司 (大宮) ◇ ・ 山野裕子 (白岡) ◇ 後藤龍男 (和戸)
◇ 佐久間文雄 (志木) ・ 栗原　清 (武蔵豊岡) 会補 ・布村伸一 (熊谷) ・ 深見祥弘 (東所沢)
☆ 三井田忠昭 (岩槻) ・ 山ノ下恭二 (東大宮) 長尾愛子 (小川) 篠原節子 (鴻巣)
会補 ・土橋　誠 (飯能) 奥田幸平 (埼玉新生) 池山　晃 (武蔵豊岡) 黒川　元 (上尾合同)

・ 栗原　清 (武蔵豊岡) 佐久間文雄 (志木) 九里秀夫 (浦和東) 浅子和夫 (和戸)
・ 山ノ下恭二 (東大宮) 〃 ・ 森　淑子 (狭山) 協委・ 岡村紀子 (無任所)

・ 田中かおる (安行)

石川幸男 (大宮) ◎ ・ 三羽善次 (和戸)
長尾愛子 (小川) ◆ 豊川昭夫 (越谷)

◇ ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ礼子 (埼大通り)

・ 飯野敏明 (本庄)

◎ ・ 土橋　誠 (飯能) ・ 山岡　創 (坂戸いずみ) ◎ ・ 栗原　清 (武蔵豊岡) ◎ ・ 長尾邦弘 (小川)
◆ ・ 石神　稔 (西上尾) ・ 山ノ下恭二 (東大宮) ○ ・ 都築英夫 (秩父) ◆ 石川幸男 (大宮)
◇ ・ 三羽善次 (和戸) ◆ ・ 松本のぞみ (上尾使徒) ◇ ・ 柳下　仁 (北川辺)

・ 本間一秀 (川口) ◇ 中松聖美 (武蔵豊岡) ・ 三浦　修 (埼玉和光)

・ 繪鳩アツエ (越生) ◎ 松下充孝 (大宮) ◇ 吉田武人 (鴻巣) ・ 櫻井義也 (教区巡回)
・ 高橋悦子 (桶川) ◆ 島崎光雄 (武蔵豊岡) 菰田愃恵 (飯能) ・ 渡辺久純 (無任所)

◇ 田島章義 (春日部) 栗原初音 (浦和別所) 九里秀一郎 (浦和東)

高橋幸好 (浦和東) 中川義宣 (東所沢)

◎ 三井田忠昭 (岩槻) 阿部孝司 (上尾合同) 佐竹貞昭 (草加)
◆ 茨木公子 (上尾合同) 和泉雄寿 (和戸) 滝川英子 (七里)
◇ 金刺泰雄 (上尾合同) 荻田久次郎 (越谷)

・ 中村　眞 (埼玉新生) 岩井田慎二 (埼玉和光)

・ 田中かおる (安行) 柏田　実 (西川口) ◎ 山野　生 (白岡) ◎ 長尾愛子 (小川)
樋口道成 (岩槻) ○ 菊地　舞 (川越) ◆ 吉田みち子 (埼玉新生)

(地区) 石川幸男 (大宮) ◆◇ 鈴木林太郎 (川越) ◇ 長基雅子 (大宮)

森　吉郎 (和戸) ・ 稲生勝也 (毛呂)

◎ ・ 中村　眞 (埼玉新生) 森下裕匡 (飯能) 成田惠子 (大宮)

◆ ・ 金田佐久子 (西川口) ◎ 櫻井貞子 (北本) 九里秀夫 (浦和東) 田中てる (越谷)
◇ 岩佐浩一 (上尾合同) ◆ 山ノ下悦子 (東大宮) 岡本左緒里 (毛呂) 桐生純子 (東大宮)
管理 豊川昭夫 (越谷) ◇ 黒澤シチエ (春日部) 関根佐和子 (小川) 中村百合子 (埼玉新生)

小林直子 (川越) 顧問・ 山岡　創 (坂戸いずみ) 岩佐真知子 (浦和東)
※　協委　→　協力委員 教区 川田光江 (越谷) 顧問・ 森　淑子 (狭山) 菰田愃恵 (飯能)
　　 監査　→　会計監査 監査 篠崎紀代子 (浦和別所) (地区) 栗原　清 (武蔵豊岡) 勝村英子 (上尾合同)
2009年7月20日現在　　 (地区) 森　淑子 (狭山)

社会委員会

災害対応委員会

協委

教会音楽委員会青年部

地区通信委員会

ホームページ委員会
婦人部

壮年部

修養会委員会

2009年度埼玉地区・各委員会各部名簿　　　◎委員長　○副委員長　◆書記

教師委員会 障教懇委員会

地区委員会 伝道委員会

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ◇会計　　 ☆補助書記　 ・ 教職

教育委員会




