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今月の集会案内等 
 

来月の集会案内等 

     4月の予定 
4月18日(月) 婦人部総会 

  時間 午前10：00～12：00 

  会場 大宮教会 

  開会礼拝 森淑子牧師(狭山) 

  【問い合わせ】櫻井貞子(北本) ☎048-524-4914 

 

4月29日(金・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 

  ▽駐車場は、詰め込みで30台ほど駐車が可能で 

す。なるべく近隣の教会等で申し合わせていた

だいて、乗り合わせて来てください。 

なお、先着順となりますので駐車できない場合

は、自己負担で入間市駅周辺の有料駐車場をご

利用頂く事になります。 

  ▽2011年度地区総会が年度を越えて開催されます

関係で、議員のご都合などで、やむなく議員の

変更をする場合は、栗原まで(☎04-2965-4348)

ご連絡くださるようお願いします。 

教会・教師の異動 

✍ 地区委員会からのお知らせ 

・4月25日(月)午後2時から、武蔵豊岡教会にて

 地区総会準備会をいたします。地区総会で配布

したい文書などがありましたら、出来るだけ早

めに武蔵豊岡教会・栗原清宛へお送り下さい。

（〒358-0008 入間市河原町10-34）。 

 【問い合わせ】栗原清(武蔵豊岡) ☎04-2965-4348 

 

 関東教区「ＫＫＳ春キャンプ」中止のお知らせ 

  3月28日(月)～30日(水)、佐渡教会で予定してい

  たＫＫＳ春キャンプは中止となりました。 

5月15日(日) 第10回ＩＴ祭り 

  時間 午後3：00～5：00 

  会場 埼玉新生教会 

  講演 「新来者が行く八木谷涼子の教会ウォッチ」 

  講師 八木谷涼子氏(フリーライター) 

  ▽キリスト教雑誌「ミニストリー」に講演と同じ 

 題で連載中。キリスト教の教派とその専門用語 

 に多大な関心をもち、どこにも所属しない立場 

   から日本のキリスト教界に多くの論評を加え 

ている。北海道から沖縄まで、これまで訪れた 

教会の数は100を超える。著書に、『キリスト 

教歳時記』、『別冊太陽 日本の教会をたずねて 

1＆2』(いずれも平凡社)、『知って役立つキリ

スト教大研究』(新潮社)など。 

  ▽講師が参加者と会話をしながら進むトーク形 

   式の講演です。 

▽講演の他に、埼玉地区でホームページを開設し 

   ている教会の現状を報告して頂く予定です。 

   ホームページを開設している教会の担当者は 

   ぜひ出席して下さるようお願い致します。 

  ▽今回は、伝道に深く関係しますので地区伝道委 

   員会が後援します。 

  ※駐車場の用意あります。 

【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

 

5月28日(土) 春の教会音楽講習会 

  時間 午後1：30 

  会場 大宮教会 

  主題 「テゼ共同体の音楽 －その思想と背景－」 

  講師 江藤直純氏(ルーテル学院大学教授) 

  会費 500円 

  ▽専門知識は必要ありません。関心のある方は、 

   どなたでもお気軽においでください。 

【問い合わせ】長尾愛子(小川) ☎0493-72-4904 

3月11日(金)に起きた東日本大地震の為、3月21日(月)

に予定していた地区総会は4月29日(金)に変更されま

した。4月、また5月の予定も状況によっては、大幅に

変更される可能性もあります。 

 

 5日(火) 教師委員会 

       大宮教会 2：00ｐｍ 

     地区委員会 

       埼玉新生教会 時間未定 

 6日(水) 教会音楽委員会 

       大宮教会 1：00ｐｍ 

15日(金) 教育委員会 

       初雁教会 6：00ｐｍ 

17日(日) ホームページ委員会 

       西川口教会 5：00ｐｍ 

18日(月) 婦人部総会 

       大宮教会 10：00ａｍ 

伝道委員会 

       大宮教会 6：30ｐｍ       

25日(月) 地区委員会総会準備 

       武蔵豊岡教会 2：00ｐｍ 

29日(金) 地区総会 

       武蔵豊岡教会 9：30ａｍ 

教会・教師の動き 

○ 北川辺伝道所・柳下仁牧師が辞任し、桜井義也牧師

が就任。(2月1日教区承認) 

報 告 

【集会参加者数】 

・壮年部総会 (2／27)   32名・14教会 

 

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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 ○茨城地区 

地区総会を延期しました。 

水戸教会 建物にひび割れが見られる 

水戸中央教会 建物の大規模な修理が必要 

水戸自由が丘教会 瓦が数枚落ちた 

日立教会 瓦が一部落ちた。特に大きな被害なし 

下館教会 会堂一部ひび割れ 

石岡教会 牧師館、会堂ひび割れ 

水海道教会 会堂、牧師館浅いひび割れ 

竜ヶ崎教会 幼稚園のホールと保育室の間に大きな隙

間、壁が一部はがれ、デッキの屋根が落ちかけている。

勝田教会 建物ひび割れあり 

諸川伝道所 壁に一部ひび割れ、天井が一部下がる。

戸の開閉は出来る 

筑波学園教会 パイプオルガン修理の必要あり 

シャローム伝道所 食器、ガラスなど破損 

○埼玉地区 

安行教会 教会二階の印刷機が50センチずれた。牧師

館の棚から物が滑り落ちた。本が落ちた。信徒さんの

家も多少の落下物、家具の転倒はあったがけがなどは

なし 

川口教会 モニターが転倒。牧師室の本棚が少し散乱

した程度。 

行田教会 牧師館屋根瓦が一部落ちる。庭の植木が倒

れるくらい。人的被害はありません。 

行田の屋根の家は相当数損壊しているようです 

◎「特に被害なし」という報告は、省かせていただき

ました。 

報 告 

13日(日)に、土橋委員長と栗原書記が、茨木地区から

の要請に応え、支援物資として、水、カセットコンロ、

オムツ、生理用品など（約 10 万円相当）と見舞金 20

万円弱を携えて、２台の車で日立教会へお届けし、ラ

イフラインの寸断されていた地域の支援を行いまし

た。 

 
緊急救援募金のお願い 

関東教区内諸教会・伝道所被災状況 日本基督教団社会委員会委員長 釜土達雄 

募金期間 特に定めず 

目 標 額 特に定めず 

送 金 先  加入者名 日本基督教団社会委員会 

郵便振替 ００１５０－２－５９３６９９ 

（通信欄に「東日本大震災緊急救援募金」とお書きく

ださい。） 

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-3-18-31 

日本基督教団社会委員会 

祈 り 

主よ 

慈しみと慰めをお与えくださる主よ。 

東日本大震災で 

多くの人の命が奪われ、家が奪われました。 

そのときまで 

だれもが普通の生活を営み 

働き、語り合い、笑みを交わしていたのに。 

それが今はもうありません。 

あるのは 

愛する者を失った悲しみ、つらさ、嘆き。 

生活するすべを失って途方に暮れる人々の姿。 

どうして、と、あなたに尋ねたい思いが致します。 

主よ 

私たちに祈ることをさせてください。 

命を奪われた人々が、あなたのみもとにあることを。 

生きていて深い嘆きのうちにある人々に、 

慰めが与えられ、立ち上がる力が与えられることを。 

そして、 

今、私たちは思います。 

私たちに出来る限りのことをさせてください、と。 

苦しみのなかにある人と 

共にあることをさせてください、と。  アーメン 

                   (土橋誠) 

被災状況 

まとめ 小池正造(教区書記) 

報告者・情報提供 各地区長・地区委員長 

 

○新潟地区 

特別な被害はなし 

 

○群馬地区 

群馬地区の状況を報告します。 

桐生東部、伊勢崎教会で建物に若干の影響が出ている

ようですが、その他は皆無事です。停電等で連絡がつ

かないところが多かったようですが、本日はほとんど

の教会、教師と連絡が通じています。学校関係も無事

の様です。 

教区内諸教会被災支援の動きに合わせて、群馬地区も

協力したいとおもいますので、何かありましたらお声

をかけてください。 

 

○栃木地区 

宇都宮教会 礼拝堂講壇天井落ちている。礼拝堂内壁

に亀裂、落ちてくる。会堂の使用禁止にした｡ 

宇都宮上町教会 教会外壁モルタル一部剥落。会堂内

壁一部モルタル剥落 当面使用禁止にする 

足利東教会 甚大な被害なし 緑の牧場（ＣＳ）教室

壁紙がはがれている 

矢板教会 幼稚園施設に被害 

西那須野教会 会堂内壁に亀裂多数 パイプオルガン

が移動した。幼稚園にて礼拝を行う。那須塩原伝道所

甚大な被害なし 玄関ガラス破損・コンピュータに落

下物 

佐野教会 教師移動中につき詳細不明 
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