埼玉地区月報 No.157


2009.12.23 発行

1 月の予定

11 日(月) 新年合同礼拝
聖学院教会 10：30ａｍ
13 日(水) 教会音楽委員会
大宮教会 2：00ｐｍ
17 日(日) 壮年部委員会
西川口教会 2：30ｐｍ
18 日(月) 婦人部委員会
東大宮教会 10：00ａｍ
伝道委員会
埼玉新生教会 6：30ｐｍ
19 日(火) 教師委員会
大宮教会 2：00ｐｍ
地区委員会
大宮教会 5：00ｐｍ
24 日(日) 社会委員会
浦和東教会 3：00ｐｍ
ホームページ委員会
西川口教会 4：00ｐｍ
25 日(月) 三区合同教師会
志木教会 10：30ａｍ
30 日(土) ＣＳ教師研修会
大宮教会 10：30ａｍ

教会・教師の動き
○ 11 月 28 日、布村伸一牧師(熊谷教会)が按手を受け
られました。
○ 三芳教会・中山弘隆牧師が主任担任教師、柿本俊子
牧師が担任教師に入れ替わりました。
併せて連絡先が変更になりました。
〒249-0002 逗子市山の根 3-2-8 中山様方

今月の集会案内等
1 月 11 日(月・祝) 新年合同礼拝
時間 午前 10：30〜午後 0：15
会場 聖学院教会
説教者 島隆三牧師(仙台青葉荘教会)
(東京聖書学校校長)
聖餐式 東野尚志牧師(聖学院)
町田さとみ牧師(初雁)
▽今回は１区〜３区全体の合同礼拝で、埼玉地区

来月の集会案内等
2 月 11 日(木) 信教の自由と平和を求める 2・11 集会
時間 午前 10：00〜正午
会場 埼玉和光教会
講演 「9 条と 20 条は車の両輪」
講師 谷大二司教(カトリック浦和司教区)
参加費 300 円
主催 社会委員会
【問い合わせ】柳下仁(北川辺) ☎03-5813-3680

委員会が主催します。万障お繰り合わせの上、
ご参加下さいますよう、宜しくお願い致します。
★聖書は「新共同訳聖書」
、讚美歌は「讚美歌 21」
を使用します。当日用の冊子に聖書、讚美歌は
印刷いたしますので、ご持参くださらなくて結
構です。
★子どもたちへのメッセージがあります。
★礼拝後、成人式を迎えた青年を紹介し、地区委
員長が祝福の祈りをいたします。
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379
1 月 25 日(月) 三区合同教師会
時間 午前 10：30 から
会場 志木教会
テーマ 「礼拝を豊かに」
内容 ①礼拝
②牧師、奏楽者へのアンケート
による語り合い
【問い合わせ】土橋誠(飯能) ☎042-972-2511

2 月 21 日(日) 第三回地区青年の集い
時間 午後 3：30〜7：30
会場 川越教会
テーマ「小礼拝とお鍋を囲んでの交わり」
説教者 森淑子牧師(狭山)
参加費 500 円
▽川越駅西口に送迎もあります。事前にご連絡下
さい。
詳細につきましてはお問い合わせ下さい。
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330
2 月 28 日(日) 壮年部総会
時間 午後 2：30 から
会場 大宮教会
議案 活動報告、会計報告等
▽壮年の皆様ぜひ御参集下さい。
【問い合わせ】松下充孝(大宮) ☎048-652-0543

お知らせ・お願い

1 月 30 日(土) ＣＳ教師研修会
【地区関係】
時間 午前 10：30〜午後 2：00
牧師夫人と女性教職の集いのご案内
会場 大宮教会(または埼玉新生教会)
日時 2 月 2 日(火) 午前 10：30〜午後 2：30
テーマ「子どもに何を伝えるか」
会場 武蔵豊岡教会
講師 古谷正仁牧師(蒔田教会)
【問い合わせ】栗原のぞみ(武蔵豊岡)
(日本聖書神学校講師、
『教師の友』編集委員)
☎04-2965-4348
2 月、3 月の情報をお寄せください。連絡先は裏面の下。
【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
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お知らせ・お願い
【地区関係】
地区委員会からのお知らせ
深見祥弘地区委員長から、2009 年 11 月 25 日付け
で、一身上の都合による「辞任願い」がありまし
た。地区委員会は慰留に努めましたが、その意思
が固いため、急遽 12 月 3 日臨時地区委員会を開
き、最終的にこれを承認し、以下の通り決定しま
したのでお知らせします。
1． 来年 3 月の定期地区総会までは、中村眞副委
員長を地区委員長代行とします。
2． 上記総会において、議事提案の上、地区委員
長選挙を予定しています。
今後、地区委員長・地区委員会を通じて関東教区・
教団へ提出すべき書類等は、中村眞地区委員長代
行(埼玉新生教会)へお届け下さい。

{ 地区総合協議会のご案内
各委員会・各部等の代表者の方、下記の件で協議
しますので、よろしくご参加ください。
日時 2 月 12 日(金) 午後 7：00 から
会場 大宮教会
内容 各委員会・各部等の次年度の委員編成、計
画と日程、委員会日程、予算等を協議し、
調整。
▽各代表者の方は、当日必ず次年度の委員構成、
委員会日程、行事日程をご提出ください。
※夕食はありませんので各自済ませて来て下さい
【問い合わせ】竹内紹一郎(深谷西島) ☎048-575-2723
「埼玉地区デー」献金のお願い
埼玉地区では毎年１月の成人の日に、埼玉地区新
年合同礼拝を開催しております。特に、この日を
「埼玉地区デー」と定めて地区の一致と連帯を推
進してまいりました。この「埼玉地区デー」を中
心に、毎年地区諸教会伝道所による講壇交換礼拝
も行われております。
そこで、この日に埼玉地区の活動とその一致と連
帯を覚えて、
「地区デー」献金をお献げいただきた
く、ここにお願い申し上げます。
なおご献金は、
「地区デー」当日の新年合同礼拝の
際にお持ちいただいて、埼玉地区委員にお渡しく
ださい。ご都合のつかない方は、下記の口座にお
振込みください。振込みの場合は振替用紙に
“地区デー献金”と明記してください。
郵便振替口座 ００１３０−２−４１３１２７
口 座 名
日本基督教団埼玉地区
以上、よろしくお願いいたします。
【問い合わせ】地区書記・竹内紹一郎(深谷西島)
☎048-575-2723
【各個教会関係】
a 大宮教会のホームページがリニューアル
http://www.oomiya-kyoukai.net/

☺ 「初笑いしんせい寄席」のご案内
日時 1 月 16 日(土) 午後 2：00〜4：30
会場 埼玉新生教会
出演 古琴亭志ん軽さん(代々木上原教会会員)
落語「福音噺」
豊川耕颯さん(耕象流師範／越谷教会員)
詩吟「讃美歌 332 番」他
マゴス栗原さん 「マジック」
▽入場無料、駐車場あります。
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379
 東所沢教会「特別伝道礼拝・講演会」のご案内
日時 1 月 31 日(日) 特別伝道礼拝 午前 10：30
講演会 午後 1：30
会場 東所沢教会
講師・説教者 春名康範牧師(日本クリスチャン
アカデミー関西セミナーハウス所長)
礼拝説教 「新耕旧田」
講演題 「私とキリストとの出会い」
【問い合わせ】深見祥弘(東所沢) ☎04-2945-5169

{ 最寄り 1 区教師会のご案内
川口教会のホームページが開設されました
日時 1 月 18 日(月) 午前 10：30〜午後 1：00
http://nihonnkirisutokyoudannkawaguch.web.fc2.com/
会場 西川口教会
埼玉地区のホームページにリンクされています。
☎048−252−7036 FAX048−258−6630
内容 ①開会礼拝 永本慶子牧師(西川口)
報 告
②発題 「教会規則について」
【集会参加者数】
金田佐久子牧師(西川口)
・青年部一泊修養会 (9／20、21)
20 名
③近況報告・諸連絡・昼食懇談
・第 15 回アーモンドの会 (9／23) 111 名・25 教会
（昼食代：1,000 円）
・秋の教会音楽講習会 (10／17) 29 名・18 教会
④来年度の教師会スケジュール
・伝道と賛美の集い (10／31)
57 名・15 教会
▽ご多忙のことと存じますが、共に語り合う恵み
・ＣＳ生徒大会
(11／23)
47 名・10 教会
の時としたいと思います。昼食の準備をいたし
・壮年部講演会 (11／29)
71 名・11 教会
ますので、出欠については、西川口教会金田牧
・先月号の裏面に掲載された「埼玉地区教会一覧」に
師まで、ＦＡＸまたは電話で 1 月 9 日(土)まで
「５０・鴻巣教会」に「※キリスト教教育主事：
にご連絡くださいますよう、お願いいたします。
篠原節子」を加行してください。
【問い合わせ】石神稔(西上尾) ☎048-863-9476
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

