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2 月の予定

1 日(火) 女性教職と牧師夫人の集い
桶川伝道所 10：30ａｍ
4 日(金) 教育委員会
初雁教会 3：00ｐｍ
災害対応委員会
大宮教会 5：00ｐｍ
7 日(月) 婦人部委員会
東大宮教会 10：00ａｍ
11 日(金) 信教の自由と平和を求める 2・11 集会
大宮教会 10：00ａｍ
アーモンドの会委員会
埼玉和光教会 2：00ｐｍ
15 日(火) 地区委員会
岩槻教会 5：00ｐｍ
18 日(金) 地区総合協議会
大宮教会 7：00ｐｍ
27 日(日) 壮年部総会
大宮教会 2：30ｐｍ

報 告
【各集会参加者数】
・新年合同礼拝 (1／10) 1 区 151 名・25 教会
2 区 102 名・17 教会
3 区 63 名・13 教会
・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 (1／22)
70 名・28 教会
・三区合同教師会 (1／24)
33 名 23 教会

教会・教師の動き
○ 1 月 16 日、飯能教会・五十嵐実季補教師担任教師
就任式が行われました。
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

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)
講演の骨子
Ⅰ．
「信教の自由」の諸相
Ⅱ．
「信教の自由」を妨げる力
Ⅲ．
「信教の自由」が確立された社会
Ⅳ．
「信仰の自由」と｢信教の自由」の相関
関係
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

3 月 4 日(金) 世界祈祷日
(婦人部活動)
時間 午前 10：30 から （受付 10：00）
会場 1 区：大宮教会
2 区：飯能教会
3 区：カトリック熊谷教会
主催 NCC 日本キリスト教協議会(女性委員会)
▽イエス・キリストの十字架の時を覚えて、3 月
の最初の金曜日に定められたこの日を大切に
して、すべての人々のために平和を願い、世界
の姉妹兄弟と共に礼拝を捧げましょう。
【問い合わせ】桜井貞子(北本) ☎048-524-4914

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
≪3 月、4 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
≪月報をメールで受け取れます≫
ご希望の方は、お名前と教会名そして「月報希望」と
書いて下記のメールまで送信してください。
【申し込み＆問い合わせ先】iwasa@bb.mbn.or.jp
岩佐浩一(上尾合同)
http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/

3 月 21 日(月・祝) 地区総会
時間 午前 9：30〜午後 3：30
会場 武蔵豊岡教会
内容 地区委員長・委員選挙、各部各委員会報告
予算決算、地区宣教活動計画等
▽教会の信徒議員を各教会・伝道所の役員会で
選任しておいて下さい。
【問い合わせ】栗原清(武蔵豊岡) 04-2965-4348

お知らせ・お願い
【地区関係】
{ 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
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お知らせ・お願い
 地区総会報告書提出のお願い
各委員会・各部等の代表者の方は、地区総会に向
けて年度報告をご提出ください。
書式：Ａ4、余白(上下左右 20 ミリ)、40 行、
1 行／45 字、10.5 ポイント 明朝、
タイトルは 16 ポイント ゴシック
提出期限 2 月 13 日(日)
▽地区書記・栗原清までご提出ください。
昨年から提出はメールのみの提出となります。
報告書をメールで添付してください。
宜しくお願いします。
Ｅ-mail：kurityan@k.email.ne.jp
【問い合わせ】栗原清(武蔵豊岡) ☎04-2965-4348
a 地区会計からのお願い
2010 年度の地区分担金を未納の教会は、速やかに
納めて下さいますようお願いいたします。
【郵便振込先口座番号】
名
称 日本基督教団 埼玉地区
口座番号 ００１３０−２−４１３１２７

} 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
= 韓国基督教長老会京幾中部老会の関東教区訪問
日時 5 月 9 日(月)〜12 日(木)
今回は埼玉地区を訪問するということで、教区の
交流委員会とともに地区委員会も協力し、受け入
れ準備を行っています。
京幾中部老会からの訪問団は 15、6 名の予定です。
4 日間のプログラムは検討中です。
【問い合わせ】土橋誠(飯能) ☎042-972-2511
【各個教会関係】
 金田佐久子牧師の証 放送のお知らせ
キリスト教放送局日本ＦＥＢＣ（ＡＭラジオ周波
数 1566）で、金田佐久子牧師(西川口教会)の証が
1 月 17 日、20 分間放送されました。
番組名は「この地で牧師として生きる 今あるは
ただ神の恵み」です。
ＦＥＢＣのホームページで1 月17 日から4 週間聴
くことができます。ＵＲＬは下記です。
http://febcjp.seesaa.net/category/8772238-1.html

報告：聖餐についてのディスカッション
2011 年 1 月 22 日(土)、大宮教会を会場にして、地
区委員会主催の｢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」が開催されました。参加者は
70 名・28 教会でした。
この催しの背後には、プロテスタント教会は聖礼典
として洗礼と聖餐を大切にしてきましたが、この大切
な聖礼典の一つである聖餐について未受洗者の陪餐と
いう問題から様々な論議が教団、教区において特にこ
の数年来なされてきました。そのような状況の中で、
埼玉地区においても聖餐について理解しあう場が必要
であると考え、この集会が開催されました。
パネラーは、東海林昭雄牧師(埼大通り教会)、黒田
毅兄(武蔵豊岡教会)、最上光宏牧師(所沢みくに教会)、
司会を土橋誠地区委員長(飯能教会)が務めました。
はじめに、中村眞地区副委員長(埼玉新生教会)より
挨拶と開会祈祷がなれた後、3 人のパネラーが一人 20
分ずつこの問題について意見を述べられました。特に
印象に残っているのは、東海林牧師は「受洗は命がけ
のものであり、聖餐はその命をかけて受洗したものが
信仰をもって応答するものである」
。黒田兄は米国合同
メソジスト教会では、
「全ての者が恵みの座に招かれ
る。未受洗者へは聖餐はされないが、牧師の祝福の祈
りがなされる」
。最上牧師は、
「未受洗者へは聖餐はし
ないが、痛みをもって聖餐をしてきた」ことが話され
ました。
その後、3 人のパネラーと参加者の質疑応答や聖餐
問題について熱い意見が交わされました。最後に都築
英夫地区委員(秩父教会)の閉会祈祷をもって終了しま
した。
今回は、何か結論を出すのではなくて、タイトルに
ある通り、聖餐について理解を深めるためのものでし
たが、様々の意見の中で良き学びの時が与えられて感
謝でした。
(ホームページ委員会：豊川昭夫・越谷教会)

¬「インターＦＡＸ」をご利用ください
埼玉地区では、緊急連絡網として、ＦＡＸで地区
内全ての教会に一度で送信できる「インターＦＡ
Ｘ」を導入しています
 2011 年スプリング・コンサート in 浦和別所教会
現在、緊急連絡時や教師会の案内等に使用してい
日時 2 月 19 日(土) 午後 2：00〜4：00
ますが、各教会で葬儀関係等、至急地区内全ての
（開場 1：30）
教会へ連絡したい時は、地区書記の栗原までご連
会場 浦和別所教会
絡下さい。
音楽ゲスト 声楽家 小川明子氏
なお、1 区のみ、2 区のみ、3 区のみの教会・伝道
オルガン演奏 渡辺善忠師(巣鴨教会牧師)
所に送ることも出来ます。
【問い合わせ】山田称子(浦和別所) ☎048-861-4210
【連絡先】栗原清(武蔵豊岡) ☎04-2965-4348
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