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7 月の予定

5 日(月) 婦人部全体研修会
大宮教会 10：00ａｍ
6 日(火) 最寄り 3 区教師会
北川辺伝道所 10：30ａｍ
11 日(日) 役員・伝道委員研修会
志木教会 3：00ｐｍ
アーモンドの会委員会
埼玉和光教会 4：00ｐｍ
12 日(月)〜13 日(火) 教師一泊研修会
別所沼会館 2：00ｐｍ
13 日(火) 教師委員会
別所沼会館 教師研修会終了後
地区委員会
浦和別所教会 5：00ｐｍ
教区総会設営委員反省会
浦和別所教会 7：00ｐｍ
18 日(日) 壮年部修養会
大宮教会 2：30ｐｍ
25 日(日) 壮年部委員会
越谷教会 2：30ｐｍ

今月の集会案内等
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」
Ⅰ．
「サラとハガルの争い」など
Ⅱ．
「ナオミとルツを通して」
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
(右上に続く)
最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。

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)
▽私たちの教会の役員会（長老会）は、神が召し、
愛し、導いた兄弟姉妹の受洗、転入、転会、転
出などを審議しています。その時に個人的に、
事務的に決定してしまうことはないでしょう
か。今回の研修会では、この問題を取り上げ、
役員会（長老会）が、一人一人に対して魂の配
慮をするためにどうしたら良いのかを学びたい
と思います。
▽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
主題 「神の国のビジョンに生きる教会」
〜ゆりかごから天国まで〜
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
http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/

来月の集会案内等
8 月 11 日(水)〜13 日(金) 中学生・ＫＫＳキャンプ
会場 あきやま学寮(栃木県佐野市)
講師 片岡謁也牧師(若松栄町教会)
テーマ 「聖書・みことばはわたしの宝」
対象 中学生、高校生及びその年齢の者
▽詳細は近いうちに各教会に案内を送りますので
ご覧ください。
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330
8 月 15 日(日) 平和を求める 8・15 集会
時間 午後 3：00 から
会場 大宮教会
講師 橋本左内牧師（イエスと歩む会会員）
『日本人は真実に「戦争責任」を反省したか？』
〜二つの「荒野の 40 年」認識をめぐって〜
参加費 500 円
【問い合わせ】柳下仁(北川辺) ☎03-5813-3680

お知らせ・お願い
【地区関係】
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

【各個教会関係】
七里教会がブログを始めました
ＵＲＬは以下です。
http://cocologunanasato.cocolog-nifty.com/nanasato/
埼玉地区のホームページでリンクしています。
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】
☺ 久美愛教会 草笛特別伝道讃美礼拝のご案内
日時 7 月 4 日(日) 午前 10：00 から
会場 久美愛教会 仮礼拝堂
講師 小海寅之助隠退教師(元埼玉地区委員長)
(元西上尾教会牧師、現久美愛教会協力牧師)
▽駐車場の用意があります。どなたでもおいで下さい。
【問い合わせ】李秀雲(久美愛) ☎048-591-1659
 大宮教会「チャペルコンサート」のご案内
日時 7 月 25 日（日） 午後 3：00〜4：30
会場 大宮教会
出演 岩渕まこと with 由美子
▽入場無料（自由献金あり）
。
公共交通機関をご利用下さい
【問い合わせ】大宮教会 ☎048-641-6148

教会・教師の動き
○ 5 月、阿部洋治牧師が聖学院大学教務教師を辞任。
○ 5 月、木谷英文牧師が羽生伝道所担任教師を辞任。
○ 6 月 27 日、大宮教会の主日礼拝で許昌範(ホウ チ
ャンボム)伝道師就任式が行われる。

報告：第 60 回関東教区総会

は、大宮教会担任教師に就任される許昌範（ほう・ち
ゃんぽむ）先生が准允を受けられました。三浦修先生
の司式で聖餐式が執り行われました。開会礼拝の後、
隠退教師感謝の時がありました。初雁教会で 40 年以上
伝道牧会された山岡磐先生が感謝を述べられました。
次いで新任教師の紹介がありました。さらに来賓紹
介が行われ、昼食となりました。
昼食後、教団問安使の山北宣久教団総会議長が議長
挨拶を朗読し、それに関しての質疑応答がありました。
次に、今年初めてですが、関東教区で 25 年以上伝道牧
会された先生方への感謝のときがありました（24 人お
られるとのこと）
。
そして議事に入りました。冒頭、議案整理委員会か
ら、議員提案“
「第 59 回教区総会議案第 27 号 聖餐式
の正しい執行に関する件」の常置委員会議決に強く抗
議し、同議決の撤回と聖餐に関する研究を求める件”
について、議案とすることは不適当である、との判断
が報告されました。質疑応答の後、この議案整理委員
会の判断を承認するかどうかの採決をとり、204 人の
正議員中 100 人の賛成で、承認されませんでした。従
って議員提案を第 20 号議案として取り上げることに
なりました。
次に教団総会議員の選挙の予備選挙第１回投票が行
われました。教団総会議員は、教師より 14 人、信徒よ
り 14 人を選出します。多くの議案と報告があり、ナル
ドの壺献金推進の件など毎年提案される議案もありま
すが、今回の教区総会で特に時間をとって取り上げら
れたものは、議案第 12 号「日本基督教団罪責告白」に
関する件でした（開会礼拝も、作成された罪責告白文
を共に唱えるという試みがありました）
。質疑応答に
は、説教奉仕された原田先生も長く関わってこられた
ので加わりました。賛成と反対の意見がでました。議
事後の協議会においてさらに理解を深めてほしいとの
ことでした。他に、今回の特別な議題は、教団年金に
関する件、2011 年部落解放センターキャラバンに関す
る件でした。

第二日目 5 月 27 日
昨日の教団総会議員選挙の第１回投票の結果発表があ
り、引続いて第２回投票が行われました。次いで、分科
会報告、特別委員会報告がなされ、議案の可決、報告の
承認を順次すすめていきました。
午後は、今回初めてのことですが、2009 年度に逝去さ
れた関東教区の信徒の逝去者追悼式が石橋秀雄牧師の司
式により執り行われました。
第２回選挙結果が報告されました。議事に入り、議案
の可決、報告の承認を順次すすめていきました。前述の
議案第 12 号「日本基督教団罪責告白」に関する件につい
ては、議場から賛成と反対の意見が出され、取り扱いに
ついての意見も出され、議事を一時中断、常置委員が招
集されました。
常置委員会より議案第 12 号は継続と提案
され、議場はこれを承認しました。
前述の第 20 号議案は審議未了廃案となりました。
最後
に飯塚拓也教区総会副議長による閉会祈祷をもって、教
区総会は終わりました。
教団総会議員選挙結果
教師議員
１．疋田國磨呂（大宮）
２．秋山 徹（上尾合同）
３．小池正造（東新潟）
４．石橋秀雄（越谷）
５．三浦 修（埼玉和光） ６．村田 元（原市）
７．熊江秀一（新津）
８．田中かおる（安行）
９．平山正道（四條町）
10．飯塚拓也（竜ヶ崎）
11．最上光宏（所沢みくに）12．島田 進（日立）
13．深谷春男（東京聖書学校吉川）14．森 淑子（狭山）
信徒議員
１．大島健一（大宮）
２．滝川英子（七里）
３．川田光江（越谷）
４．和田献一（氏家）
５．小西文江（新潟）
６．相原孝至（宇都宮）
７． 内山 一（鹿島）
８．國吉常喜與（宇都宮上町）
９．半田真樹子（原市）
10．吉田武人（鴻巣）
11．佐久間文雄（志木）
12．伴 朋子（前橋）
13．福本正美（西那須野） 14．三井田忠昭（岩槻）
報告：金田佐久子(西川口)

2010 年 5 月 26 日(水)〜27 日(木)大宮ソニックシテ
ィ小ホールにて、第 60 回関東教区総会が開催されまし
た。今回の設営担当は埼玉地区でした。
第一日目 5 月 26 日
開会礼拝の説教者は南房教会の原田史郎牧師でし
た。原田先生は関東教区総会議長も務められました。
礼拝において准允式と按手礼式(司式：疋田國磨呂関東
教区総会議長）が執り行われました。埼玉地区関係で
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

