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4 月の予定

4 日(日) ホームページ委員会
西川口教会 6：00ｐｍ
6 日(火) 教師委員会
大宮教会 2：00ｐｍ
7 日(水) 教会音楽委員会
大宮教会 2：00ｐｍ
12 日(月) 伝道委員会
埼玉新生教会 6：30ｐｍ
13 日(火) 教育委員会
初雁教会 5：00ｐｍ
19 日(月) 婦人部総会
大宮教会 10：00ａｍ
婦人部委員会
大宮教会 総会終了後
29 日(木) 社会委員会
川口教会 10：00ａｍ

教会・教師の動き
○ シャロンのばら伝道所が第二種教会設立となり
シャロンのばら教会となった。(2 月 9 日教区承認)
○ 日野原記念上尾栄光教会の所在地名が変更。
〒362-0026 上尾市原市北 1-25-6
≪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)
【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
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
4 月 19 日(月) 婦人部総会
時間 午前 10：00〜12：00
会場 大宮教会
開会礼拝 田中かおる牧師(安行)
【問い合わせ】櫻井貞子(北本) ☎048-524-4914

来月の集会案内等
5 月 15 日(土) 第 9 回ＩＴ祭り
時間 午後 1：30〜3：30
会場 埼玉新生教会
講演 「メディア伝道の可能性を探る」
講師 松谷信司氏(日本キリスト教会浦和教会員)
(キリスト新聞社発行「ミニストリー」編集長)
▽講演の他に、埼玉地区でホームページを開設し
ている教会の現状を報告して頂く予定です。
ホームページを開設している教会の担当者は
ぜひ出席して下さるようお願い致します。
▽フリーマーケットも同時開催します。
時間 午後 1：00〜1：30 3：30〜4：00
▽フリーマーケットへ出品しよう！！
・個人でも教会単位でも出品できます。
・衣料、雑貨、物産、自由に販売できます。
・出品料他、費用は一切かかりません。
・ご希望の方は、5 月 8 日までに申込下さい。
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379

お知らせ・お願い
【地区関係】
{ 地区四役決定
委員長：土橋誠(飯能)
副委員長：中村眞(埼玉新生)
書記：栗原清(武蔵豊岡)
会計：佐久間文雄(志木)
} 最寄り 3 区教師会のご案内
日時 5 月 10 日(月) 午前 10：30 から
会場 本庄教会
礼拝 飯野敏明牧師(本庄)
発題 布村伸一牧師(熊谷)
▽出欠は、4 日位前までに葉書か FAX でご連絡下
さい。本庄教会・飯野敏明宛。0495-22-2908
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921
【各個教会関係】
= 埼玉中国語礼拝伝道所「伝道開始 12 周年及び伝道
所開設 9 周年 信仰、希望、愛、特別伝道礼拝」の
ご案内
日時 5 月 16 日(日) 午後 3 時から
会場 上尾合同教会
講師 山北宣久牧師(日本基督教団総会議長)
讃美 ジョシュア佐々木先生(ゴスペル音楽院
学長)による讃美チーム
▽敬愛する皆様のご出席を心からお待ちしてお
ります。
【問い合わせ】李秀雲(埼玉中国語礼拝)
☎048-591-1659

5 月 29 日(土) 春の教会音楽講習会
時間 午後 2：00 (予定)
会場 大宮教会
テーマ 讃美歌の歴史Ⅰ
「黎明期からプロテスタントの讃美歌」
≪5 月、6 月の情報をお寄せください≫
講師 成田惠子氏
各個教会の情報もお寄せください。
会費 500 円
◎ＦＡＸ：048-979-1057
【問い合わせ】長尾愛子(小川) ☎0493-72-4904
◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp
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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報 告
【災害対応委員会活動報告】
委員長 三羽善次
地区災害対応委員会は発足から 4 年目になります。
具体的な自然災害の事例から学んで、緊急の災害に各
教会がどう連携し、協力し実行するかを共に考えるた
めに設立されました。
昨年の 9 月には、十日町教会の新井純牧師を講師と
してお招きして、新潟中越地震の被災教会として経験
されたことを、つぶさにお聞きする「学ぶ会」を持ち
ました。
委員会の話し合いの中から、新潟中越地震被災地の、
その後の復興の実情を実地見聞するために、委員 3 名
で昨年 11 月 17 日（火）に三条、見附、小出の 3 教会
を訪問しました。それぞれの教会が、大災害から復興
し、落ち着いた教会活動をされている様子を拝見し、
感謝の思いを共にいたしました。特に見附教会、小出
教会は、それぞれ新しい地での新会堂が与えられて、
希望の中で歩み始められていることに、主の御働きを
思わずにはいられませんでした。
また、今年 1 月 18 日（月）
、19 日（火）の両日、新
潟地区長の要請により、除雪ボランティアに有志 5 名
が参加しました。小さな働きでありましたが、雪害の
中で苦闘する地域に、いささかでもお役に立てたこと
を感謝しています。

報告：埼玉地区総会

念礼拝において、伝道牧会 50 年以上の教職表彰を受け
ました(63 年)。埼玉地区からは、福島聖二牧師(白岡・
53 年)、福島英子牧師(白岡・53 年)、石川喜一牧師(ベ
ウラ・52 年)も表彰を受けました。
出席者は開会時点で正議員 138 名のうち 107 名。議
長は中村眞牧師(埼玉新生・地区委員長代行)が務めま
した。
(1)地区委員長選挙
深見祥弘地区委員長の辞任に伴い、残り任期 1 年の地
区委員長選挙が行われました。まず予備選挙を行い、
秋山徹(上尾合同)、土橋誠(飯能)、中村眞(埼玉新生)、
深見祥弘(東所沢)、三浦修(埼玉和光)(50 音順)の各牧
師が選出され、その後本選挙の結果、土橋誠牧師が過
半数を獲得し地区委員長に選出されました。
(2)地区委員選挙 (半数改選)
教師 都築英夫(秩父・新)、東野尚志(聖学院・新)、
山田称子(浦和別所・新)
信徒 長尾愛子(小川・再)、結城恭子(大宮・新)
留任は教師：栗原清(武蔵豊岡)、中村眞(埼玉新生)、
山ノ下恭二(東大宮)、信徒：三井田忠昭(岩槻)、佐久
間文雄(志木)
なお、教師：田中かおる(安行)、竹内紹一郎(深谷西
島)、信徒：石川幸男(大宮)は 2 期 4 年を満了しました。
(3)2010 年度の宣教活動計画
【主題について】
主題「主にある交わりを深めよう −互いに愛し合い、
神を知る」
聖句「愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は
神から出るもので、愛する者は皆、神から生まれ神を
知っているからです」 (ヨハネの手紙第一 4 章 7 節)
地区主題、聖句は前年度と同じです。
【活動について】
① 新年合同礼拝を 3 区に分かれて行います。

② 各委員会、各部の働きを推し進め、支援致します。
③ 地区は、各個教会・伝道所と共に悩みや喜びを分か
ち合います。
④ 関東教区総会の設営に協力致します。
(4)2010 年度地区会計
・地区分担金を総額で約 10 パーセント減額。
これに伴い、
一般会計予算も 2009 年度に比べ 473,000 円減額の総額
5,888,000 円。
・教会音楽委員会交付金、アーモンドの会交付金は、共
に伝道会計から一般会計伝道活動費に移行。インターフ
ァックス代を事務通信費に合算するなど、いくつかの科
目についての整理が行われた。目的は、出来るだけ特別
会計を少なくして一般会計に整理統合するため。
議案第 8 号の「埼玉地区規則を変更する件」は審議未
了の為廃案となりました。その他の議案、地区会計監査
選任の件、地区総会議事録確認に関する件、次回地区総
会会場及び日程の件は、地区委員会に付託されました。
✝
今年の埼玉地区総会は、年度途中での深見祥弘前委員
長の辞任に関して、冒頭より激しい意見のやり取りがあ
りました。しかし、深見前委員長、地区委員、またこの
問題に関わった方々からの丁寧な説明により、意見の違
いはあったかもしれませんが、互いの理解は深められた
と思います。特に、この問題に関わった全ての方が真摯
に取り組んでおられたことがよく分かりました。
総会が人間だけの集まりであったらどんな結果になる
かと思います。しかし、この総会には神様が臨んでくだ
さり、神様が私達を導いて下さるという信仰の故に、互
いの違いを越えて共に歩む道が開けると思います。
埼玉地区規則には「地区内諸教会・伝道所の一致と連
帯の強化に務め、
福音の前進に仕えることを目的とする」
という文言があります。どうか、今総会を通して 2010
年度も、この一致と連帯が強化され、福音の前進に仕え
る地区となれますよう切にお祈りいたします。 (豊川)

2010 年 3 月 22 日(月)、埼玉新生教会を会場として
2010 年度の埼玉地区総会が開催されました。(午前 9 時
30 分より午後 4 時 20 分まで)
開会礼拝は、今年 94 歳になる埼玉新生教会の中村忠
明牧師が「十字架の言葉」と題した力強い説教をされ
ました。なお中村忠明牧師は、昨年 6 月の教団創立記
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