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今月の集会案内等 
 

来月の集会案内等 

     5月の予定 
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2：00 (前月号より変更になりました)

  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 

6月25日(土) 奏楽基礎講座 

  時間 午後2：00～4：00 

  会場 鴻巣教会 

  講師 成田恵子氏(大宮教会オルガニスト) 

  会費 500円 

  ▽礼拝奏楽をはじめたいと思っている方、奏楽を 

しながらも疑問を持っている方、スタートライ 

ンからごいっしょに学んでみませんか？ 

  ▽講習はリードオルガンを用いて行います。実際 

   に弾いて指導を頂くこともできます。 

 ▽やさしい奏楽曲集のご紹介もします。 

 【問い合わせ】長尾愛子(小川) ☎0493-72-4904 

教会・教師の動き 

○ 白岡伝道所・山野裕子牧師が3月末で辞任。4月

より自宅で、礼拝(日曜日：午前10時30分)と聖

書研究祈祷会(水曜日：午後7時)の集会を行って

います。 

住所：〒346-0007 久喜市久喜北2丁目4-47 

電話：0480-53-9547 

○ 日野原記念上尾栄光教会・木村勝則牧師が3月末

で辞任し、4月より長橋晴子伝道師が就任しまし

た。5月29日(日)、就任式予定。 

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 5月10日(火) 午前10：30から 

会場 本庄教会 

礼拝 三羽善次教師(和戸) 

発題 清水与志雄教師(行田) 

▽出欠は送付した葉書かＦＡＸで飯野先生まで 

4日前迄にお出し下さい。(食事の用意の都合上) 

【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 1日(日) ホームページ委員会 

       西川口教会 5：00ｐｍ 

10日(火) 最寄り3区教師会 

       本庄教会 10：30ａｍ 

15日(日) 壮年部委員会 

       越谷教会 2：30ｐｍ 

     第10回ＩＴ祭り 

       埼玉新生教会 3：00ｐｍ 

16日(月) 最寄り1区教師会 

       大宮教会 10：30ａｍ 

18日(水) 婦人部委員会 

       東京聖書学校吉川教会 10：00ａｍ 

23日(月) 伝道委員会 

       東大宮教会 6：30ｐｍ 

28日(土) 春の教会音楽講習会 

       大宮教会 2：00ｐｍ 

29日(日) 長橋晴子伝道師就任式 

       日野原記念上尾栄光教会 2：30ｐｍ 

アーモンドの会委員会 

       埼玉和光教会 4：00ｐｍ 

【関東教区の主な予定】 

25日(水)～26日(木) 関東教区総会 

       大宮ソニックシティー 

今月の集会案内等 

5月29日(日) 長橋晴子伝道師就任式 

  時間 午後2：30から 

  会場 日野原記念上尾栄光教会 

  司式 疋田國磨呂牧師（関東教区議長） 

 【問い合わせ】日野原記念上尾栄光教会  

               ☎048-722-3471 

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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  初雁教会より「祈りつつ」  

お祈りを感謝します。 

東北、関東大震災をおぼえて教区募金を第一にし

ました。 

折しも、礼拝堂、牧師館建築工事が進んでおりま

す。12月中旬完成予定です。 

愛する肉親を失った人々の悲しみを覚えつつも、

教会の建築を進めなければならないジレンマを感

じています。祈りつつ。   (初雁教会) 

報 告 

【北本教会の火災の後片付けのお手伝いに感謝】 

 北本教会の火災（3月 31 日午後11 時頃に礼拝堂裏

の物置小屋から出火し、物置小屋と礼拝堂を一部焼失）

の後片付けのために埼玉地区教会・伝道所の皆さまの

ご協力を昨日お願いしましたところ、4月2日午前10

時に40名ほどが集まって下さいました。北本教会の教

会員の皆さま、北本教会のご近所の皆さまを併せて60

数名で片づけを行うことが出来ました。この片づけに

より、4 月 3 日の主日には礼拝堂（天井の一部に火が

入り消火の水がかけられたので、天井の部分々には穴

が開いていますが）で礼拝を守ることが出来るように

なりました。石川牧師より埼玉地区の教会・伝道所の

祈りと協力に感謝しますとの言葉を受け取りました。

          （埼玉地区委員長 土橋誠） 

【集会参加者数】 

・婦人部総会 (4／18)  105名・36教会 

報告：衣料収集 

去る3月23日に行いました中古衣料収集の呼びかけ

に早速にご協力くださり、ありがとうございました。

大宮教会の一階集会室に積まれたたくさんの段ボール

箱、衣料の入ったビニール袋を見て、それぞれの教会・

伝道所の皆さまの東日本大震災被災者への熱い思いと

祈りが強く感じられ、埼玉地区諸教会の一致による力

の強さを心から思わされました。 

 4 月 8 日には、それらの沢山の衣料の仕分け作業を

行いました。地区内から120名ほどの奉仕者が集まり、

大宮教会一階集会室にうず高く積まれた衣料を、すぐ

に被災地に搬送できるものと、しばらく保管しておか

なければならないもの、とに仕分けいたしました。沢

山の衣料の中には、残念ながら「これは被災者に利用

していただくには無理だな」と思われるものも多数あ

り、それらは、贈られた方の感謝のお気持ちを戴きつ

つ、当方にて責任を持って資源回収処理とさせて戴き

ました。ご了承戴ければ幸いです。また、しばらく保

管しておかなければならない大量の衣料は、9 日に飯

能教会に運びました。この際にも50名ほどの皆さまに

ご協力をいただきました。衣料の収集から仕分け作業、

保管のための運搬にご協力いただき、心より感謝申し

上げます。 

4 月 12 日（火）から14 日（木）まで岩手県大船渡

市にある大船渡教会で無料フリーマーケットを行いま

した。無料マーケットでは、衣料だけではなく、焼き

そば250食、焼肉30㎏、フランクフルト250本、綿が

し、餅つき8 臼などの「炊き出し」も併せて行いまし

た。衣料の収集から大船渡教会での無料フリーマーケ

ットの開催まで、そのすべての業は埼玉地区の諸教

会・伝道所の皆さまの祈りと被災者への熱い思いであ

ったことを思います。ご協力に心より感謝申し上げま

す。 

また、この時、韓国より贈られた被災者用新品下着

女性物、男性物と500ml入りの水1万本を大船渡市の

避難所に4ｔトラックで運び、喜ばれました。その後、

大船渡市から帰ってきた直後に、やはり韓国から贈ら

れた1.8L入りの水3万本を福島県いわき市、相馬市な

どの幼稚園関係者に関東教区として送る手配を埼玉地

区有志によって行いました(原発問題で幼稚園で使用

する水がないため急遽送ることになりました)。コンテ

ナ内で荷崩れをしているなどのトラブルがあり二転三

転しましたが、無事に現地に届けることが出来ました。 

         （埼玉地区委員長 土橋誠） 

お知らせ・お願い 
【地区関係】 

 最寄り1区教師会のご案内  

日時 5月16日(月) 午前10：30～午後1：00 

会場 大宮教会 

礼拝 疋田國麿呂牧師(大宮) 

発題 深谷春男牧師(東京聖書学校吉川)  

    「詩編について」 

▽出欠については疋田勝子牧師(大宮)までFAX又 

は電話で 5月13日(金)までにご連絡下さい。 

【問い合わせ】川中真(岩槻) ☎048-756-0468 

 

 教師一泊研修会“6月から7月”に変更のお知らせ

  7月11日(月)～12日(火)に変更となりました。 

 

【各個教会関係】 

 聖学院教会「ゴスペル・コンサート」のご案内 

  日時 6月5日(日) 午後1：30～3：00 

  会場 聖学院教会礼拝堂(聖学院大学チャペル) 

  出演 グレースお茶の水ゴスペルクワイヤー 

  ▽入場無料、駐車場あります。 

   日曜日ですので、駅からの送迎バス(学生バス) 

   はありません。 

  【問い合わせ】東野尚志(聖学院) ☎048-781-2829

 

 日野原重明氏（聖路加国際病院理事長）による特別

伝道礼拝のご案内  

日時 6月19日(日) 午前10：30から 

会場 日野原記念上尾栄光教会 

説教者 日野原重明氏（聖路加国際病院理事長） 

▽皆様のお出でをお待ちしています。 

【問い合わせ】日野原記念上尾栄光教会 

              ☎048-722-3471 
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