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6 月の予定

1 日(水) 教会全体修養会委員会
聖学院教会 2：00ｐｍ
7 日(火) 教師委員会
大宮教会 2：00ｐｍ
8 日(水) 災害対応委員会
埼玉新生教会 5：00ｐｍ
10 日(金) 教育委員会
小川教会 6：00ｐｍ
12 日(日) 越生教会・西海満希子牧師就任式
越生教会 3：00ｐｍ
22 日(水) 婦人部委員会
会場未定
25 日(土) 奏楽基礎講座
鴻巣教会 2：00ｐｍ
26 日(日) 壮年部講演会
埼玉新生教会 2：30ｐｍ

報 告
【集会参加者数】
・婦人部総会 (4／18)
・第 10 回ＩＴ祭り (5／15)

107 名・39 教会
42 名・15 教会

お知らせ・お願い
【地区関係】
第 10 回ＩＴ祭りの記事がキリスト新聞に掲載
5 月 15 日(日)、埼玉新生教会で開催されたホーム
ページ委員会主催の第 10 回ＩＴ祭りの記事が、
キリスト新聞（5 月 28 日付）に掲載されました。
≪7 月、8 月の情報をお寄せください≫
◎ＦＡＸ：048-979-1057
◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp
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

6 月 12 日(日) 越生教会・西海満希子牧師就任式
時間 午後 3：00 から
会場 越生教会
司式 飯塚拓也牧師(関東教区副議長)
▽出席される方はご連絡下さい。
【問い合わせ】西海満希子(越生) ☎049-292-7447

7 月 4 日(月） 婦人部全体研修会
時間 午前 10：00〜午後 2：30
会場 大宮教会
講演 「キリストに結ばれ共に喜び、
苦しみにあずかる」
−フィリピの信徒への手紙を学びつつ −
講師 船戸良隆牧師(大月新生教会)
（アジア・キリスト教教育基金理事長）
【問い合わせ】滝川英子(七里) ☎048-685-7354

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。
【問い合わせ】長尾愛子(小川) ☎0493-72-4904
6 月 26 日(日) 壮年部講演会
時間 午後 2：30〜5：00 (受付 午後 2：00)
会場 埼玉新生教会
開会礼拝 土橋誠牧師(地区委員長、飯能)
「分かち合う喜び」
講演 「戦後最大の危機の中で」
− 教団・教会・私たちは −
講師 石橋秀雄牧師(日本基督教団総会議長)
▽東日本大震災は戦後最大の危機として日本社会
を脅かしています。
「エロイ、エロイ、レマ、サ
バクタニ」と叫ばれた十字架の主の声が心に浸
みこみます。十字架の主に慰めと希望がありま
す。日本の諸教会が心を一つにして共に熱い祈
りを献げる時をもちたいと強く願っています。
【問い合わせ】松下充孝(大宮) ☎048-652-0543
http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/

7 月 10 日(日) 役員・伝道委員研修会
時間 午後 3：00〜5：00
会場 埼玉新生教会
テーマ 「埼玉伝道の現状と幻」(パート 4)
発題 教師：東海林昭雄牧師
「諦めない伝道」
信徒：西谷祐司兄
「信徒一人ひとりが主の弟子として・・」
▽発題後、分団に分かれての話し合いの時があり
ます。役員・伝道委員の皆様はもちろん、牧師
先生、さらに伝道に興味や重荷をもっておられ
る信徒の方々の御参加を心よりお待ちしてお
ります。
【問い合わせ】山ノ下恭二(東大宮) ☎048-684-5323
7 月 11 日(月)〜12 日(火) 教師一泊研修会
時間 11 日 午後 2：00〜12 日 午後 1：00
会場 別所沼会館
主題 「歴史のイエスと信仰告白との
関わりを問い直す」
− 今日、主イエスをどう宣べ伝えるか −
講師 小河陽(あきら)先生(関東学院大学教授)
(日本聖書神学校・東京神学大学講師)
【問い合わせ】三羽善次(和戸) ☎0480-32-2112
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お知らせ・お願い
【地区関係】
☺ アジア学院生ホームステイ (地区婦人部活動)
6 月 4 日(土)〜6 日(月)
今年の地区内のホストファミリーは以下のご家庭
の予定です。お祈りのうちにお覚えください。
・高崎和子姉(所沢みくに)
・生貝久子姉(上尾合同)
・山北直美姉(東大宮)
【問い合わせ】滝川英子(七里) ☎048-685-7354
{ 最寄り 3 区教師会のご案内
日時 7 月 19 日(火) 午前 10：30 から
会場 愛泉教会
礼拝 森田弘道教師(愛泉)
発題 藤崎信教師
▽出欠は食事の準備の為、送付した葉書かＦＡＸ
にて森田先生迄 4 日位前にお知らせ下さい。
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921

【関東教区関係】
 関東教区教会婦人会連合総会・講演のご案内
日時 6 月 3 日(金) 午前 10：30 (受付 10：00)
会場 大宮教会
講演題「＜満たすキリスト＞による教会の
肢の働き」
講師 辻哲子先生(元静岡草深教会牧師)
開会礼拝 松本のぞみ牧師(上尾使徒)
【問い合わせ】滝川英子(七里) ☎048-685-7354
【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
< 桶川伝道所“花とこどもの伝道集会”のご案内
日時 6 月 5 日(日) 午後 1：30 から
会場 桶川伝道所
メッセンジャー 篠原節子キリスト教教育主事
▽賛美指導(シモンズの青年たち)やゲーム指導、
子育てについての語り合いの時もあります。
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921

 埼大通り教会 40 周年記念「フルートとハープの
コンサート」のご案内
日時 6 月 19 日 午後 2：00 から
会場 埼大通り教会
▽入場無料、会場に東日本大震災の募金箱有り。
【問い合わせ】東海林昭雄(埼大通り) ☎048-852-2734

報告：埼玉地区総会
3 月 11 日に起きた東日本大震災の為、3 月 21 日予定
していた地区総会は延期され、日程を変更して 4 月 29
日(金)に武蔵豊岡教会で開催されました。
開会礼拝は、3 月で越生教会を辞した繪鳩アツエ牧
師が担当。出席者は開会時点で正議員 133 名のうち 99
名。議長は土橋誠師(飯能・地区委員長)が務めました。
(1)地区委員長選挙
予備選を経て、本選挙の結果、土橋誠牧師が過半数を
獲得し地区委員長に再選されました。
(2)地区委員選挙 (半数改選)
教師 中村眞(埼玉新生・再)、布村伸一(熊谷・新)
山ノ下恭二(東大宮・再)
信徒 豊川昭夫(越谷・新)、三井田忠昭(岩槻・再)
留任は教職：都築英夫(秩父)、東野尚志(聖学院)、
山田称子(浦和別所)、信徒：長尾愛子(小川)、結城恭
子(大宮)。なお、教師・栗原清(武蔵豊岡)は 2 期 4 年
を満了しました。
(3)2011 年度の宣教活動計画
【主題について】
主題「主にある交わりを深めよう」
【活動について】
①各委員会、各部の働きを推し進め、支援する。
②地区は、各個教会と共に悩みや喜びを分かち合う。
③「教会全体修養会」及び三区合同の「新年合同礼拝」
を行う。
④東日本大震災の被災地・被災教会支援に協力する。
(4)2011 年度地区会計
地区分担金を総額で約 5％減額。

* 教会全体修養会のご案内
日時 8 月 9 日(火)〜11 日(木)
会場 軽井沢「南ヶ丘倶楽部」
主題 「神の恵みの再発見」
〜明日の教会を目指して〜
a 日野原重明氏（聖路加国際病院理事長）による特別
講師 山北宣久牧師(青山学院院長)
伝道礼拝のご案内
(前日本基督教団総会議長)
日時 6 月 19 日(日) 午前 10：30 から
参加費 大人 20,000 円
高校生 10,000 円
会場 日野原記念上尾栄光教会
中学生 5,000 円 こども(3 歳以上)1,000 円
説教者 日野原重明氏（聖路加国際病院理事長）
定員 100 人。お早めにお申し込み下さい。
▽皆様のお出でをお待ちしています。
締切 7 月 4 日(月)
【問い合わせ】日野原記念上尾栄光教会
▽教会毎にまとめてお申し込み下さい。
☎048-722-3471
【問い合わせ】都築英夫(秩父) ☎0494-22-2431
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

