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     6月の予定 

 3日(木) 教師委員会 

       大宮教会 3：00ｐｍ 

 7日(月) 伝道委員会 

       志木教会 6：30ｐｍ 

10日(木) 教育委員会 

       大宮教会 2：00ｐｍ 

11日(金) 災害対応委員会 

       大宮教会 5：00ｐｍ 

13日(日) シャロンのばら教会設立式 

       シャロンのばら教会 2：30ｐｍ 

20日(日) 社会活動委員会・社会委員会 

       大宮教会 3：00ｐｍ・5：00ｐｍ 

21日(月) 婦人部委員会 

       大宮教会 10：00ａｍ 

25日(金) 教育委員会 

       初雁教会 6：00ｐｍ 

26日(土) 第2回奏楽基礎講座 

       東大宮教会 1：30ｐｍ 

27日(日) 第一回青年の集い 

       坂戸いずみ教会 3：00ｐｍ 

教会・教師の動き 

○ 5月16日、浦和別所教会・浅田美由紀牧師(担任)

の就任式が行われました。 

○ 5月30日(日)、午後3時から埼大通り教会・東海

林昭雄牧師の主任担任教師の就任式が行われます。

○ 初雁教会・山岡磐牧師が隠退されました。(3月) 

○ 東松山教会・金岡秀樹牧師が辞任、石橋秀雄牧師 

(越谷)が代務者に就任しました。(5月) 

○ 北川辺伝道所の所在地名が変更になりました。 

新住所 〒349-1211 加須市飯積1106-2 

(旧住所 北埼玉郡北川辺町大字飯積1106-2) 

 

6月13日(日) シャロンのばら教会設立式 

  時間 午後2：30から 

  会場 シャロンのばら教会 

武里せんげん台伝道会 

      (越谷市恩間新田221 あゆみ幼稚園) 

 【問い合わせ】鈴木証一(シャロンのばら) 

               ☎048-978-4188 

 

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？ 

第2回目は礼拝における奏楽曲の選び方、弾き

方についてていねいに教えていただきます。 

  ▽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 

 

6月27日(日) 第一回青年の集い 

  時間 午後3：00から 

  会場 坂戸いずみ教会  

  申込先 山岡創(坂戸いずみ)  

  申込締切 6月20日(日) 

  参加費 400円＋小礼拝での席上献金 

  ▽小礼拝を守った後、バーベキューにて、青年同

士の主にある豊かな交わりを深めます。 

 【問い合わせ】山岡創（坂戸いずみ）☎049-283-0330

 

7月5日(月) 婦人部全体研修会 

  時間 午前10：00～午後2：00 

  会場 大宮教会 

  講演 「旧約における女性たちへの祝福」 

  講師 石川栄一牧師(日本聖書神学校教授) 

               (北本教会) 

 【問い合わせ】桜井貞子(北本) ☎048-524-4914 

 

7月11日(日) 役員・伝道委員研修会 

  時間 午後3：00～5：00 

  会場 志木教会 

  講演 「教会形成の基本に忠実であること」 

      ～伝道・牧会の要は何か～ 

  講師 内藤留幸先生(日本基督教団総幹事) 

  ▽講演後、分団に分かれて協議・懇談の時もあり 

   ます。どうぞ奮ってご参加下さい。 

 【問い合わせ】山ノ下恭二(東大宮) ☎048-684-5323 

 

7月12日(月)～13日(火) 教師一泊研修会 

  時間 12日 午後2：00～13日 正午 

  会場 別所沼会館 

  主題「現代に生きる人々が抱える諸問題パート2」 

人々を理解し、援助するための知恵 

体験ワークショップを通して 

  講師 藤掛明先生(聖学院大学総合研究所カウン 

セリング研究センター准教授・臨床心理士） 

 【問い合わせ】土橋誠(飯能) ☎042-972-2511 

 

7月18日(日) 壮年部修養会 

時間 午後2時30分～4時30分 

会場 大宮教会 

講師 赤江弘之牧師 

(日本同盟基督教団西大寺キリスト教会)  

【問い合わせ】松下充孝(大宮) ☎048-652-0543 

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 

http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/


埼玉地区月報  No.162  (裏面) 

お知らせ・お願い 
【地区関係】 

 アジア学院生ホームステイ (地区婦人部活動)  

6月5日(土)～7日(月) 

今年の地区内のホストファミリーは以下のご家庭

です。お祈りのうちにお覚えください。 

・齊藤勝子姉(安行)   

・高崎和子姉(所沢みくに) 

・栗原初音姉(浦和別所) 

・菊地みつ子姉(埼玉新生) 

 【問い合わせ】桜井貞子(北本) ☎048-524-4914 

 

 最寄り3区教師会のご案内 

日時 7月6日(火) 午前10：30から 

会場 北川辺伝道所 

礼拝 竹内紹一郎牧師(深谷西島) 

発題 柳下仁牧師(北川辺) 

▽出欠は、4日位前までに葉書かFAXでご連絡下さ

い。柳下仁牧師自宅宛て。03-5813-3680 

【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 

 地区月報受取部数変更に関してのお知らせ
  現在、地区月報は各教会・伝道所に、展示用1枚 
  と教職・役員人数分を送っていますが、受取部数 
  の変更をされる場合は下記まで、ＦＡＸまたは 
メールで教会名と希望部数を書いて送って下さい 

  ・ＦＡＸ：048-979-1057 
  ・Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 
 【問い合わせ】豊川昭夫(越谷) ☎048-979-4380 

 

≪7月、8月の情報をお寄せください≫ 

◎ＦＡＸ：048-979-1057 

◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

 【各個教会関係】 

 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 

 

 桶川伝道所「伝道集会＆ミニコンサート」のご案内
  

日時 6月13日(日) 午後1：30から 

会場 桶川伝道所 

講師 岡村又男牧師(日本同盟基督教団顧問) 

         (横須賀中央教会名誉牧師) 

演奏 下公子(ソプラノ、ヴァイオリン) 

了戒洋子(ソプラノ)、千葉恵子(ピアノ) 

野島さやか(ピアノ) 

曲目 アヴェ・マリア、ハンガリー舞曲、 

   イギリスの讃美歌メドレー他 

▽入場無料 

【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 

【関東教区関係】 

 関東教区婦人会連合総会・修養会のご案内   

日時 6月10日(木)～11日(金)  

  (受付 10日午後0時30分～11日午前11：50解散)

会場 りんどう湖ロイヤルホテル(那須高原) 

主題「賛美のよろこびをともに」 

   ～主に向かって、よろこびの歌声をあげよう～

講師 高浪晋一先生(教団賛美歌委員) 

           (元国立音楽大学助教授) 

参加費 全日程 15,000円(参加費・宿泊費) 

【問い合わせ】桜井貞子(北本) ☎048-524-4914 

 【一般関係】 

 きぼうのダイヤル・埼玉2010年度電話相談員募集の 

ご案内  

養成研修の概要 

  期間 2010年6月～2011年3月まで(第2、4土曜日) 

  時間 養成研修 ： 午前10時～午後3時 

     全養成時間 70時間（他・合宿） 

  会場 カトリック川越教会  

☆養成研修の主な内容は体験学習です。他に電話相 

談にかかわる講義・合宿があります。 

☆申込み 5月1日（月）から ＦＡＸで。 

☆お問い合わせ 月～金 10：00～12：00  

   きぼうのダイヤル・埼玉事務局  

Tel・Fax049-226-5153 

 

 埼玉同宗連研修会のご案内

(同和問題に取り組む埼玉宗教教団連絡会議) 

日時 6月9日(水) 午後１：30から 

会場 埼玉仏教会館 

(さいたま市浦和区高砂4-13-18) 

  講演「人の世に熱と光を」 

  講師 清原隆宣師(奈良浄土真宗西光寺住職) 

 【問い合わせ】三羽善次(和戸) ☎0480-32-2112 

 

 埼玉宗教連盟講演会のご案内

  日時 6月12日(土) 午後1：30から 

  会場 天理教大宮教会 

       (さいたま市大宮区高鼻町1-3) 

  講演「人生の後半戦を豊かに生きるために」 

  講師 藤掛明先生(聖学院大学准教授) 

 【問い合わせ】三羽善次(和戸) ☎0480-32-2112 

報 告 

【各集会参加者数】 

・婦人部総会 (4／19)    94名・41教会 

・第9回IT祭り (5／15)  27名・12教会 
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