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1 月の予定

10 日(月) 新年合同礼拝
各会場 10：30ａｍ
12 日(水) 教会音楽委員会
大宮教会 0：30ｐｍ
16 日(日) 五十嵐実季補教師担任教師就任式
飯能教会 10：30ａｍ
壮年部委員会
西川口教会 2：30ｐｍ
社会委員会
和戸教会 3：00ｐｍ
17 日(月) 伝道委員会
大宮教会 6：30ｐｍ
18 日(火) 教師委員会
大宮教会 2：00ｐｍ
地区委員会
聖学院教会 5：00ｐｍ
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
大宮教会 1：00ｐｍ
23 日(日) ホームページ委員会
西川口教会 4：00ｐｍ
24 日(月) 三区合同教師会
日野原記念上尾栄光教会 10：30ａｍ
29 日(土) ＣＳ教師研修会
大宮教会 10：30ａｍ
30 日(日) 第 3 回青年の集い
埼玉新生教会 3：00ｐｍ

今月の集会案内等
1 月 10 日(月・祝) 新年合同礼拝
1 区【会 場】大宮教会
☎048-641-6148
【説教者】金田佐久子牧師(西川口)
・子ども説教も金田佐久子牧師
【聖餐式】疋田國磨呂牧師(大宮)
2 区【会 場】志木教会
☎048-473-0024
【説教者】山岡創牧師(坂戸いずみ)
・子ども説教も山岡創牧師
【聖餐式】潮義男牧師(志木)
3 区【会 場】行田教会
☎048-555-2301
【説教者】柳下仁牧師(北川辺)
【子ども説教】篠原節子教育主事(鴻巣)
【聖餐式】三羽善次牧師(和戸)
▽開始時間は各会場とも、午前 10：30 です。
1 月 16 日(日) 五十嵐実季補教師担任教師就任式
時間 午前 10：30 から
会場 飯能教会
司式 疋田國磨呂牧師(大宮)
【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)−
申込 川口教会・本間一秀牧師、1 月 17 日まで。
☎048-251-6039 FAX048-251-6019
▽発題後、愛餐会が行われます。
【問い合わせ】土橋誠(飯能) ☎042-972-2511
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
1 月 30 日（日） 第 3 回青年の集い
時間 午後 3：00 から
会場 埼玉新生教会
申込締切 1 月 23 日(日)
申込先 下記まで電話又はメールで申込下さい
野澤幸宏 ☎070-5547-2833
sing_with_the_spirit@wm.pdx.ne.jp
参加費 400 円＋小礼拝での席上献金
▽小礼拝を守った後、お鍋を囲みながら、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

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)
教会・教師の動き
黒田毅兄(武蔵豊岡)
【郵便振込先口座番号】
▽聖餐について、それぞれの思いや考えを語り合
○ 11 月 27 日、五十嵐実季姉(飯能教会)と坪内時雄兄
名
称 日本基督教団 埼玉地区
っていただきたいと願っています。
(初雁教会関係者)が准允を受けられました。
口座番号 ００１３０−２−４１３１２７
【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。
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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来月の集会案内等
2 月 11 日(金) 信教の自由と平和を求める 2・11 集会
時間 午前 10:00〜正午
会場 大宮教会
講演 「
『信教の自由』をとらえ直す」
講師 平山武秀牧師
(日本聖書協会評議員会議長)
参加費 500 円
主催 地区社会委員会
【問い合わせ】柳下仁(北川辺) ☎03-5813-3680
2 月 27 日(日) 壮年部総会
時間 午後 2：30 から
会場 大宮教会
議案 活動報告、決算報告、活動計画、予算案等
【問い合わせ】松下充孝(大宮) ☎048-652-0543

報 告
【集会参加者数】
・壮年部講演会 (11／28)

60 名・14 教会

お知らせ・お願い

【各個教会関係】
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
毛呂教会のホームページが開設
ＵＲＬは以下です。
http://www.morochurch.com/
埼玉地区のホームページにリンクされています。
【地区関係】
「埼玉地区デー」献金のお願い
埼玉地区では毎年１月の成人の日に、埼玉地区新
年合同礼拝を開催しております。特に、この日を
「埼玉地区デー」と定めて地区の一致と連帯を推
進してまいりました。この「埼玉地区デー」を中
心に、毎年地区諸教会伝道所による講壇交換礼拝
も行われております。
そこで、この日に埼玉地区の活動とその一致と連
帯を覚えて、
「地区デー」献金をお献げいただきた
く、ここにお願い申し上げます。
なおご献金は、
「地区デー」当日の新年合同礼拝の
際にお持ちいただいて、埼玉地区委員にお渡しく
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
以上、よろしくお願いいたします。
【問い合わせ】地区書記・栗原清(武蔵豊岡)
☎04-2962-6191

{ 女性教職と牧師夫人の集いのご案内
日時 2 月 1 日(火) 午前 10:30 から
会場 桶川伝道所
礼拝 柳下仁牧師(北川辺)
講演 「悲しむ人とよりそって歩む」
講師 篠原節子教育主事(鴻巣)
・この他交わりの時
会費 1,000 円
▽交通費半額補助があります(申請者のみ)。
【問い合わせ】布村智恵子(熊谷) ☎048-521-6018
{ 地区総合協議会のご案内
各委員会・各部等の代表者の方、下記の件で協議
しますので、よろしくご参加ください。
日時 2 月 18 日(金) 午後 7：00 から
会場 大宮教会
内容 各委員会・各部等の次年度の委員編成、計
画と日程、委員会日程、予算等を協議し、
調整。
▽各代表者の方は、当日必ず次年度の委員構成、
委員会日程、行事日程をご提出ください。
※夕食はありませんので各自済ませて来て下さい
【問い合わせ】栗原清(武蔵豊岡) ☎04-2962-6191
≪2 月、3 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。
締切は毎月 20 日、ホームページにも掲載します。
(ホームページには締切はありません)
◎ＦＡＸ：048-979-1057
◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp

【各個教会関係】
☺ 「初笑いしんせい寄席」のご案内
日時 1 月 15 日(土) 午後 2：00〜4：30
会場 埼玉新生教会
出演 古琴亭志ん軽さん(代々木上原教会会員)
落語「福音噺」
≪月報をメールで受け取れます≫
豊川耕颯さん(耕象流師範／越谷教会員)
ご希望の方は、お名前と教会名そして「月報希望」と
詩吟「讃美歌 352 番」他
書いて下記のメールまで送信してください。
マゴス栗原さん 「マジック」
【申し込み＆問い合わせ先】iwasa@bb.mbn.or.jp
▽入場無料、駐車場あります。
岩佐浩一(上尾合同)
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379
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

