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2 月の予定

1 日(月)〜2 日(火) アーモンドの会委員会
すずかる荘 3：00ｐｍ
2 日(火) 牧師夫人と女性教職の集い
武蔵豊岡教会 10：30ａｍ
5 日(金) 災害対応委員会
大宮教会 5：00ｐｍ
8 日(月) 婦人部委員会
東大宮教会 10：00ａｍ
9 日(火) 地区四役会
大宮教会集合 6：00ｐｍ
11 日(木) 信教の自由と平和を求める 2・11 集会
埼玉和光教会 10：00ａｍ
12 日(金) 地区総合協議会
大宮教会 7：00ｐｍ
14 日(日) 中山弘隆牧師(主任担任教師)就任式
三芳教会 2：30ｐｍ
16 日(火) 地区委員会
大宮教会 5：00ｐｍ
21 日(日) 第三回地区青年の集い
川越教会 3：30ｐｍ
28 日(日) 壮年部総会
大宮教会 2：30ｐｍ

教会・教師の動き
○ 1 月 24 日、熊谷教会・布村伸一牧師任職式が行わ
ました。
≪3 月、4 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
最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。

今月の集会案内等

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

3 月 5 日(金)、
6 日(土) 世界祈祷日
(婦人部活動)
時間 午前 10：30 から （受付 10：00）
会場 1 区：埼玉新生教会
3 月 6 日(土)
2 区：川越教会
3 月 5 日(金)
3 区：カトリック熊谷教会 3 月 5 日(金)
主催 NCC 日本キリスト教協議会(女性委員会)
▽イエス・キリストの十字架の時を覚えて、3 月
の最初の金曜日に定められたこの日を大切に
して、すべての人々のために平和を願い、世界
の姉妹兄弟と共に礼拝を捧げましょう。
【問い合わせ】桜井貞子(北本) ☎048-524-4914

2 月 14 日(日) 中山弘隆牧師(主任担任教師)就任式
時間 午後 2：30 から
会場 三芳教会
司式 疋田國磨呂牧師(関東教区議長)
▽皆様どうぞお祈り下さい。
【問い合わせ】三芳教会役員会 ☎049-258-3766
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

3 月 22 日(月・祝) 地区総会
時間 午前 9：30〜午後 3：30
会場 埼玉新生教会
内容 地区委員長・委員選挙、各部各委員会報告
予算決算、地区宣教活動計画等
▽教会の信徒議員を各教会・伝道所の役員会で
選任しておいて下さい。
【問い合わせ】竹内紹一郎(深谷西島) ☎048-575-2723

お知らせ・お願い

【地区関係】
{ 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
2 月 28 日(日) 壮年部総会
会場 大宮教会
時間 午後 2：30 から
内容 各委員会・各部等の次年度の委員編成、計
会場 大宮教会
画と日程、委員会日程、予算等協議し調整。
開会礼拝 石橋秀雄牧師(越谷)
▽各代表者の方は、当日必ず次年度の委員構成、
議案 活動報告、会計報告等
委員会日程、行事日程をご提出ください。
▽壮年の皆様ぜひ御参集下さい。
※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】松下充孝(大宮) ☎048-652-0543
【問い合わせ】竹内紹一郎(深谷西島) ☎048-575-2723
http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/
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お知らせ・お願い
【地区関係】
 地区総会報告書提出のお願い
各委員会・各部等の代表者の方は、地区総会に向
けて年度報告をご提出ください。
書式：Ａ4、余白(上下左右 20 ミリ)、40 行、
1 行／45 字、10.5 ポイント、タイトルは
16〜20 ポイント
提出期限 2 月 19 日(金)
▽地区書記・竹内紹一郎までご提出ください。
今年から提出はメールのみの提出となります。
報告書をメールで添付してください。
宜しくお願いします。
Ｅ-mail：fukanishi@yahoo.co.jp
【問い合わせ】竹内紹一郎(深谷西島) ☎048-575-2723
a 地区会計からのお願い
2009 年度の地区分担金を未納の教会は、速やかに
納めて下さいますようお願いいたします。
【郵便振込先口座番号】
名
称 日本基督教団 埼玉地区
口座番号 ００１３０−２−４１３１２７
牧師夫人と女性教職の集いのご案内
日時 2 月 2 日(火) 午前 10：30〜午後 2：30
会場 武蔵豊岡教会
【問い合わせ】栗原のぞみ(武蔵豊岡) ☎04-2965-4348

【各個教会関係】
☺ 神愛ホームチャリティーバザーのご案内
目的 児童養護施設神愛ホーム及び子どもたちの
支援
◇バザーにお出かけ下さい
日時 2 月 21 日(日) 午後 1：00〜3：30
会場 毛呂山町福祉会館
(入間郡毛呂山町岩井西 5-16-1)
◇バザー用品提供をお願いします。
◇ご協力頂ける方を求めています。
前日の搬入、当日のバザースタッフ
◇連絡先 神愛ホーム(毛呂山町大谷木 214-1)
☎049-294-0040
共催：(社福)神愛ホーム／後援会
支援：毛呂教会
【問い合わせ】小室洋一郎(毛呂) ☎049-294-8151
 第 2 回スプリング・コンサート in 浦和別所
日時 3 月 27 日(土) 午後 3：00〜5：00
(午後 2:30〜開場)
会場 浦和別所教会
ゲスト The Sowers (ソワーズ)
ヴォーカル:倉橋宇多子氏、
ピアノ:宗田光悦氏
♯♪ʻ共に主を賛美しようʼ♭♪
【問い合わせ】山田称子(浦和別所) ☎048-861-4210
【一般関係】
 「きぼうのダイヤル・埼玉」公開講座のご案内
日時 2 月 11 日(木) 午後 1：00〜午後 2：00
会場 カトリック川越教会
講演 「話を聞く」
講師 古屋安雄先生
(聖学院大学教授、ICU 教会名誉牧師)
参加費 800 円
【問い合わせ】田坂邦彦(越谷) ☎048-962-7883

報告：新年合同礼拝
2010 年 1 月 11 日(月)、聖学院教会(聖学院大学チャペ
ル)を会場として、2010 年埼玉地区新年合同礼拝が行わ
れました。
今年は、2 年に一度開催されます 1 区・2 区・3 区が合
同で行う礼拝でした。新年合同礼拝は地区の集会の中で
最も参加者の多い集会です。近年は 300 名以上の参加者
があるため、ひとつの礼拝堂で入る切ることができませ
んでした。
(礼拝堂と集会室など二つ以上の部屋に分かれ
て行っていました) しかし、聖学院教会(聖学院大学チ
ャペル)が 2004 年に完成したことによって、一昨年もこ
のチャペルで一堂に会して礼拝を捧げることが出来まし
た。今回は、聖学院大学の入学試験があったにもかかわ
らず、聖学院大学・聖学院教会のご配慮のもと、スクー
ルバスも用意して下さり、素晴らしい礼拝を捧げること
が出来ました。参加者も地区内 53 教会・1 集会所、地区
外 3 教会より 329 名の方が参加されました。
説教者は、仙台青葉荘教会の牧師であり東京聖書学校
校長を兼任している島隆三牧師でした。島牧師は、西川
口教会の前牧師でもあり、埼玉地区では地区委員や伝道
委員長も務めていました。実は、島先生が伝道委員長の
時に、私は初めて地区の奉仕として伝道委員になりまし
た。島先生の指導のもと、様々の奉仕をさせてもらいま
した。この埼玉地区月報の発行も島先生と一緒になって
作りました。思えば今から 13 年前、1996 年 12 月の暮れ
の寒い夜、西川口教会で埼玉地区月報第 1 号を島先生と
一緒に印刷したのを昨日のことのように覚えています。
聖餐式は、聖学院教会の東野尚志牧師と初雁教会の町
田さとみ牧師が務めました。礼拝後は、場所を隣の緑聖
ホールに移して楽しい交わりのひと時がもたれました。
聖学院教会の皆様によって美味しい豚汁も頂きました。
今年もまた地区の１年の始りを、このような地区の一
致と連帯の象徴とも言うべく豊かな礼拝と交わりを持っ
てスタート出来ましたことを深く感謝致します。
(地区ホームページより一部抜粋)報告：豊川昭夫(越谷)

≪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

