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5 月の予定

11 日(火) 地区委員会
埼玉新生教会 5：00ｐｍ
15 日(土) 第 9 回ＩＴ祭り
埼玉新生教会 1：30ｐｍ
16 日(日) 壮年部委員会
埼玉和光教会 2：30ｐｍ
浅田美由紀牧師(担任)就任式
浦和別所教会 2：30ｐｍ
29 日(土) 春の教会音楽講習会
大宮教会 1：30ｐｍ
30 日(日) アーモンドの会委員会
埼玉和光教会 4：00ｐｍ
【関東教区の主な予定】
26 日(水)〜27 日(木) 関東教区総会
大宮ソニックシティー

来月の集会案内等
6 月 26 日(土) 第 2 回奏楽基礎講座
時間 午後 1：30〜3：30
会場 東大宮教会
（駐車場はありません。
公共交通機関でおいでください）
講師 成田惠子先生(大宮オルガニスト)
会費 500 円
▽礼拝奏楽をはじめたいと思っている方、奏楽を
しながらも疑問を持っている方、スタートライ
ンからごいっしょに学んでみませんか？
▽講習はリードオルガンを用いて行います。実際
に弾いて指導を頂くこともできます。
▽やさしい奏楽曲集のご紹介もします。
【問い合わせ】長尾愛子(小川) ℡0493-72-4904
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
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)
協力 キリスト教書店ハンナ (当日はミニスト
リー他キリスト教書籍多数販売します)
▽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。
※駐車場の用意あります。
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379
5 月 16 日(日) 浦和別所教会・浅田美由紀牧師(担任)
就任式
時間 午後 2：30 から
会場 浦和別所教会
司式 石橋秀雄牧師(関東教区常置委員)
【問い合わせ】山田称子(浦和別所) ☎048-861-4210

5 月 29 日(土) 春の教会音楽講習会
時間 午後 1：30〜4：00 頃
会場 大宮教会
テーマ 「賛美歌の歴史」
講師 成田惠子先生(大宮教会オルガニスト)
会費 500 円(事前の申込は必要ありません)
▽詩編から始まる賛美歌の歴史について、共に学
び歌いましょう。
▽現代に歌い継がれている賛美歌を中心に、時代
背景や作者について学びたいと思います。
専門知識は必要ありません。関心のある方はど
なたもお気軽においでください。
【問い合わせ】長尾愛子(小川) ☎0493-72-4904

お知らせ・お願い
} 最寄り 3 区教師会のご案内
【以下地区関係】
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
最寄り 1 区教師会のご案内
日時 5 月 10 日(月) 午前 10：30〜午後 1：00
会場 大宮教会
礼拝 疋田勝子牧師(大宮)
発題 金田佐久子牧師(西川口)「聖地旅行より」
▽出欠については疋田勝子牧師(大宮)まで FAX
又は電話で 5 月 1 日(土)までにご連絡下さい。
【問い合わせ】木村勝則(上尾栄光) ☎048-722-3471

≪6 月、7 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。
Y 伝道委員長変更のお知らせ
締切は毎月 20 日、ホームページにも掲載します。
栗原清牧師(武蔵豊岡)は地区書記になったため、
◎ＦＡＸ：048-979-1057
山ノ下恭二牧師(東浦和)に代わりました。
◎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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お知らせ・お願い
【各個教会関係】
 大宮教会「オルガン演奏会」のご案内
日時 5 月 9 日(日) 午後 3：00 から
会場 大宮教会
演奏者 和田純子氏
入場料 1,000 円(中学生以下 500 円）
【問い合わせ】大宮教会 ☎048-641-6148
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

東大宮教会創立 39 周年記念礼拝のご案内
日時 5 月 23 日（日） 午前 10：15 から
会場 東大宮教会
説教者 柳田洋夫牧師
（聖学院大学人文学部副チャプレン）
【問い合わせ】山ノ下恭二（東大宮）☎048-684-5323
a 浦和東教会創立 50 周年記念会のご案内
日時 5 月 30 日(日) 午後 1：00 から
会場 浦和東教会
▽午前の礼拝は、当教会初代牧師・大沢務教師の
説教です。
午後は愛餐会を行います。
【問い合わせ】永井二三男(浦和東) ☎048-882-4851
{ 上尾使徒教会創立 40 周年記念礼拝・講演のご案内
日時 6 月 6 日(日) 午前 10：00 から
会場 上尾使徒教会
説教「イエス・キリストの証（あかし）のある
教会」 ヨハネの手紙一 5 章 5 節〜12 節
説教者 近藤勝彦牧師（東京神学大学学長）
▽礼拝後、講演「日本のキリスト教におけるこの
40 年」
（近藤勝彦牧師）があります。
【問い合わせ】松本のぞみ(上尾使徒)
☎048-776-7108

【一般関係】
「オルゴール・コンサート」を行いませんか
所用時間 約 1 時間 30 分
条件
①! 自動車(普通車で OK)で運んでくださること
(往復)。
② 2 名の搬出人(運転者も含めて)が必要。
③ 費用は無料〜1 万円程度。相談次第。
【申込先】遠藤富寿(隠退教師) ☎048-853-1596
 こころの友伝道関東地区大会のご案内
日時 4 月 29 日(木) 午前 10：30〜午後 4：30
会場 東京聖書学校吉川教会
テーマ 「こころの友になろう」
講師 唐渡弘牧師(香川県高松新生教会)
※16 年前より日本イエス・キリスト教団高松田
村町教会を開拓
参加費 3,000 円
申込先 〒180-0021 新宿区歌舞伎町 2-19-11
日本キリスト教団 新宿西教会内
こころの友 関東支部
振替 00150-2-123037
℡03-3200-5584
締切 4 月 18 日(日)
▽予め申込書を送付下されば当日も受け付けます。
【担当連絡先】☎&FAX 047-439-9932

☺ 越谷教会第 4 回他教会訪問ツアー
桶川伝道所「伝道集会」のご案内
日時 5 月 29 日(土) 午前 10：00 から
教会・教師の動き
日時 6 月 13 日(日) 午後 1：30 から
訪問先 草加教会
○ 西川口教会担任教師の永本慶子牧師が辞任されまし
会場 桶川伝道所
▽過去、野田教会、春日部教会、和戸教会と訪問
た。(3 月 30 日教区承認、4 月 16 日教団同意)
講師
岡村又男教師
しました。今年は歴史的に越谷教会と深い繋が
○ 埼大通り教会に東海林昭雄牧師が就任しました。(主
(元日本同盟基督教団横須賀中央教会)
りのある草加教会(谷脇正紀牧師)を訪問します
任担任教師)( 4 月 7 日教区承認、
4 月 12 日教団同意)
演奏
片岡圭子(ピアノ)
(横須賀中央教会牧師)
お祈りの内にお覚え頂ければ幸いです。
下公子(ソプラノ、ヴァイオリン)
なお、草加教会訪問後は草加せんべい手焼き体
【郵便振込先口座番号】
了戒洋子(ソプラノ)
験をする予定です。
名
称 日本基督教団 埼玉地区
▽入場無料
【問い合わせ】越谷教会伝道牧会委員会
口座番号 ００１３０−２−４１３１２７
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921
☎048-962-2743
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

