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12 月の予定

今月は地区の委員会・行事などはありません。

来月の集会案内等
1 月 10 日(月・祝) 新年合同礼拝
1 区【会 場】大宮教会
【説教者】金田佐久子牧師(西川口)
2 区【会 場】志木教会
【説教者】山岡創牧師(坂戸いずみ)
3 区【会 場】行田教会
【説教者】柳下仁牧師(北川辺)
▽開始時間は各会場とも、午前 10：30 です。
【問い合わせ】土橋誠(飯能) ☎042-972-2511
1 月 22 日(土) 聖餐について理解を深めるための
パネルディスカッション
時間 午後 1：00〜3：30
会場 大宮教会
パネラー 最上光宏牧師(所沢みくに)
東海林昭雄牧師(埼大通り)
黒田毅兄(武蔵豊岡)
▽聖餐について、それぞれの思いや考えを語り合
っていただきたいと願っています。
【問い合わせ】土橋誠(飯能) ☎042-972-2511
1 月 24 日(月) 三区合同教師会
時間 午前 10：30 から
会場 日野原記念上尾栄光教会
発題 石川栄一牧師(北本)
「シリア、ヨルダン旅行に先だって」
−ウガリト文化からの考察(仮題)−
【問い合わせ】土橋誠(飯能) ☎042-972-2511
最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。

1 月 29 日(土) ＣＳ教師研修会
時間 午前 10：30〜午後 2：00 (受付 10：00)
会場 大宮教会
テーマ 「今日における子ども伝道」
発題 桜井貞子姉(北本)、川中真牧師(岩槻)
川口教会ＣＳ担当者
会費 100 円
▽弁当は各自持参
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330

お知らせ・お願い
【各個教会関係】
{ 上尾合同教会 50 周年記念公開講座のご案内
会場 上尾合同教会
Ⅳ．12 月 4 日(土) 午後 2：00
J.S.バッハ クリスマス・オラトリオ
演奏：東京バロックスコラーズ
指揮：三澤 洋史
整理券 1,000 円(高校生以下無料)
(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの公開講座は終了済み)
【問い合わせ】秋山徹(上尾合同) ☎048-771-6549
 岩槻教会「チャーチコンサート」のご案内
日時 12 月 11 日(土) 午後 1：30 (開場 1：15)
会場 岩槻教会
1部 大人と子供のページェント
出演者 岩槻教会聖歌隊
2部 歌とアルトサックス・ピアノ連弾演奏
演奏者 西村真奈美・三浦陽子・安東育雄
▽大人と子供のページェントは、岩槻教会聖歌隊
の活動として教会員と子供たちが一生懸命に練
習したものです。
また、西村先生は岩槻幼稚園の卒園生で現在、
浦和ルーテル学院で音楽教師をされています。
【問い合わせ】川中真(岩槻) ☎048-756-0468
http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/

< 秩父教会「クリスマスインチャーチ」のご案内
日時 12 月 18 日(土) 午後 2：00 (開場 1：30)
会場 秩父教会
内容 ・秩父高校音楽部有志の合唱演奏
・参加者全員でクリスマスキャロル
・聖書からのショートメッセージ
【問い合わせ】都築英夫(秩父）☎0494-22-2431
深谷教会「クリスマス礼拝・クリスマスの集い」の
ご案内
①! クリスマス礼拝
日時 12 月 19 日(日) 午前 10：00〜12：00
②クリスマスの集い
日時 12 月 23 日(木・祝) 午後 3：00〜5：30
Ⅰ部 クリスマス祝会 午後 3：00〜4：00
ティータイム
午後 4：00〜4：30
Ⅱ部 キャンドルライトサービス
午後 4：30〜5：30
会場 深谷教会
▽入場無料
【問い合わせ】保母光彦(深谷) ☎048-575-2838
 桶川伝道所「チャリティーコンサート」のご案内
『聖夜に響くチェロの音色』
〜作曲家の熱い思いとともに〜
日時 12 月 19 日(日) 午後 3：00 から
会場 桶川伝道所
出演 チェロ：黄原亮司
(東京交響楽団フォアシュピーラー)
ピアノ、証し：小西優子
(北本福音キリスト教会音楽主事)
ソプラノ：下公子、了戒洋子
ヴァイオリン：原実和子
チケット 1,100円、
中学生まで700円(ケーキ付)
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921
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お知らせ・お願い
久美愛教会「2011 年新春特別伝道礼拝」のご案内
日時 1 月 30 日(日) 午前 10：00 から
会場 久美愛教会
講師 井上薫牧師(元ヤクザ、現スモールストー
ン・ミニストリーを通して東南アジアを巡
回伝道)
▽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(久美愛) ☎048-591-1659
川越教会のホームページが開設
ＵＲＬは以下です。
http://kawagoe-kyoukai.jimdo.com/
埼玉地区のホームページにリンクされています。
☺ 「県南四市クリスマスの夕べ」のご案内
日時 12 月７日(火) 午後 7：00 (開場 6：30)
会場 川口リリア音楽ホール（川口駅西口すぐ）
出演 野口愛姈(マリンバ)
クリスマスメッセージ 田中かおる牧師(安行)
▽入場無料、どなたも歓迎します。
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036

報 告
【各集会参加者数】
・青年部一泊研修会 (9／20〜21)
・第 16 回アーモンドの会 (9／23) 88 名・26 教会
・秋の中学生ＫＫＳフェスタ (10／11) 37 名・16 教会
・秋の教会音楽講習会 (10／11)
45 名・15 教会
・伝道と賛美の集い (10／24)
105 名・14 教会
・ＣＳせいと大会 (11／3)
85 名・10 教会

教会・教師の動き
○ 狭山伝道所が第 2 種教会設立となり、狭山教会と
なりました。(10 月 4 日教団承認)

日本基督教団総会報告
10 月 26 日から 28 日、第 37 回日本基督教団総会が
ホテルメトロポリタン(池袋)を会場に開催された。
【議長選挙】
石橋秀雄(関東教区・越谷)
【副議長選挙】
岡本知之(兵庫教区・西宮)
【常議員選挙】
(教職)
高橋和人(東北) 藤掛順一(神奈川) 古屋治雄(九州)
大村栄(西東京) 岡村恒(大阪) 小橋孝一(東京)
長崎哲夫(東京) 長山信夫(東京) 北紀吉(東海)
島田勝彦(神奈川) 高橋潤(中部) 森里信生(兵庫)
篠浦千史(四国) 深谷春男(関東)
(信徒)
望月克仁(神奈川) 大杉弘(中部) 髙橋豊(西東京)
河田直子(東中国) 鈴木功男(東京) 江本義一(大阪)
松尾亨(奥羽) 岡田義信(東京) 遠藤道雄(東北)
小林貞夫(東海) 寺岡恭仁子(四国)
佐久間文雄(関東) 川原正言(西東京)
【書記】
雲然俊美(奥羽)、議長副議長一任により選任された。

【諸重要議案の可否】
▼議案 29 号・教規変更（伝道所関連）に関する件につ
いては、一部文言を修正し、修正議案から採決するこ
ととなった。教規変更に関しては、議場の 3 分の 2 以
上の賛成（233 票）が必要となることが確認され、修
正議案が投票総数 349、賛成 210 で少数否決、その後
原案が 199 で少数否決となった。
▼議案 30 号・聖餐のあり方について慎重かつ十分に議
論する場を教団内に設置する件については、議案整理
により、
（１）常議員会において十分な時間をとって聖
餐のあり方について内容的な論議を行う、のみが上程
され、投票総数 345、賛成 146 で少数否決された。
▼議案 32 号・日本基督教団と沖縄キリスト教団との
「
『合同のとらえなおしと実質化』特設委員会」を設置
する件については、投票総数 345、賛成 140 で少数否
決。
▼議案 33 号・米軍再編に抗議し、全国の軍事基地撤去
を求める声明を内外に向かって表明する件は、投票総
数 346、賛成 147 で少数否決された。
▼議案第 34 号・
「合同のとらえなおし」
：
「戦争責任」
とその歴史検証に関する件が上程された。賛成の立場
からは、沖縄の現実を直視し、沖縄教区から投げかけ
られた問いに真摯に応えて来たかを検討し、戦争責任
を捉えなおす機会としたいとの意見が出された。また、
反対の立場からは、一つの立場からの主張は歴史検証
とは言わない、
「切り捨て」
、
「飲み込み」と言う批判は、
一般史から読み込んだものであるとの意見が出され
た。投票総数 341、賛成 138 で否決された。
▼報告審査委員会報告が白戸清委員長によってなされ
た。審判委員会の記録を開示するとの動議が提出され
た。投票総数 329、賛成 131 により動議は否決された。
教師委員長に戒規に至る経過について説明を求める質
問が出され、松井睦委員長の説明があった。報告は賛
成多数で承認された。その後、教区記録審査委員会報
告が、古旗誠委員長によって行われ、賛成多数で承認
された。 (日本基督教団公式ホームページより抜粋)

【地区関係】
「埼玉地区デー」献金のお願い
「地区デー」当日の新年合同礼拝の際にお持ちい
ただいて、受付でお渡しください。ご都合のつか
ない方は、下記の口座にお振込みください。振込
みの場合は振替用紙に“地区デー献金”と明記し
てください。
郵便振替口座 ００１３０−２−４１３１２７
口 座 名
日本基督教団埼玉地区
【問い合わせ】栗原清(武蔵豊岡) ☎04-2962-6191
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

