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7 月の予定

4 日(月) 婦人部全体研修会
大宮教会 10：00ａｍ
10 日(日) 東松山教会・塚本洋子牧師就任式
東松山教会 2：00ｐｍ
役員・伝道委員研修会
埼玉新生教会 3：00ｐｍ
アーモンドの会委員会
埼玉和光教会 4：00ｐｍ
11 日(月)〜12 日(火) 教師一泊研修会
別所沼会館 2：00ｐｍ
12 日(火) 地区委員会
大宮教会 5：00ｐｍ
13 日(水) 教会音楽委員会
大宮教会 2：00ｐｍ
17 日(日) 環境問題講演会
大宮教会 3：00ｐｍ
24 日(日) 壮年部委員会
春日部教会 2：30ｐｍ
北川辺伝道所・櫻井義也牧師就任式
北川辺伝道所 3：00ｐｍ
29 日(金) 教育委員会
熊谷教会 5：00ｐｍ

今月の集会案内等
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」
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

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・・」
【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)
▽聖書、讃美歌をご持参ください。
【問い合わせ】三羽善次(和戸) ☎0480-32-2112
7 月 17 日(日) 環境問題講演会
時間 午後 3：00 から
会場 大宮教会
講演「ブループラネットを核で汚染させてはなら
ない」 −福島原発事故を巡って−
講師 平沢功牧師(北千住教会)
(日本キリスト者平和の会事務局長)
会費 500 円
主催 地区社会委員会
▽平沢先生は、福島県いわき市出身です。
【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039

来月の集会案内等
8 月 9 日(火)〜11 日(木) 教会全体修養会
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〜
講師 山北宣久牧師(青山学院院長)
(前日本基督教団総会議長)
参加費 大人 20,000 円
高校生 10,000 円
中学生 5,000 円 こども(3 歳以上)1,000 円
定員 100 人。お早めにお申し込み下さい。
締切 7 月 4 日(月)
▽教会毎にまとめてお申し込み下さい。
※村谷正人牧師(岩手県大船渡教会)を東日本大
震災の被災地より迎え交わりの時を持ちます。
石橋秀雄教団議長にもお話をして頂きます。
【問い合わせ】都築英夫(秩父) ☎0494-22-2431
8 月 10 日(水)〜12 日(金) 中学生・ＫＫＳキャンプ
会場 立教学院みすず山荘 （軽井沢）
講師 松本敏之牧師（経堂緑岡教会）
年間テーマ 「教会、みんな神さまの家族」
キャンプテーマ 「みんなで手と手つなぎ合って」
テーマソング 「新しい時をめざし」
対象 中学生、高校生およびその年齢の人
▽詳細は追って各教会に送付しますのでご覧く
ださい。
【問い合わせ】川中真(岩槻) ☎048-756-0468
8 月 15 日(月) 平和を求める 8・15 集会
時間 午前 10：00
会場 大宮教会
講師 平良修牧師(沖縄教区)
▽沖縄の置かれた現況からお話しをして頂きま
す。午後は講師を囲み懇談の時を持ちます。
【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039

7 月 24 日(日) 北川辺伝道所・櫻井義也牧師就任式
7 月 10 日(日) 東松山教会・塚本洋子牧師就任式
時間 午後 3：00
時間 午後 2：00 から
会場 北川辺伝道所
会場 東松山教会
司式 平山正道牧師(関東教区常置委員)
司式 秋山徹牧師(関東教区議長)
【問い合わせ】櫻井義也(北川辺) ☎0280-62-1214
【問い合わせ】塚本洋子(東松山) ☎0493-22-0985
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

埼玉地区月報

No.175

(裏面)

お知らせ・お願い
【地区関係】
= 関東教区部落解放キャラバンとの埼玉地区交流会開
催のご案内
日時 7 月 3 日(日) 午後 6 時：30〜8：30
会場 狭山教会
会費 500 円(食事費)
申込 飯能教会 ＦＡＸ：042-972-2511
【問い合わせ】土橋誠(飯能) ☎042-972-2511
{ 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
 最寄り 1 区教師会のご案内
日時 7 月 25 日(月) 午前 10：30〜午後 1：00
会場 七里教会
内容 ①開会礼拝 風間直次郎牧師(七里)
②発題 福島聖二牧師(白岡)
「教会の幼児教育について」
③近況報告・諸連絡・昼食懇談
(会費 1,000 円)
▽出欠につきましては七里教会・風間直次郎牧師
まで、FAX または電話(048-685-3701)で 7 月 22
日(金)までにご連絡下さいますように、お願い
致します
【問い合わせ】川中真(岩槻) ☎048-756-0468
ご意見ご要望もお寄せください｡ FAX:048-979-1057

【各個教会関係】
 熊谷教会ホームページＵＲＬ変更のお知らせ
新しいＵＲＬは以下です。
http://www7.plala.or.jp/kchurch/
埼玉地区のホームページにリンクされています。

報告：第 61 回関東教区総会

第一日目 5 月 25 日(水) 於：大宮ソニックシティ
礼拝（説教：小峰 擁牧師）で、准允式(司式：疋田
國磨呂関東教区総会議長）が執り行われ、埼玉地区関
係では、日野原記念上尾栄光教会主任担任教師に就任
 志木教会「伝道コンサート」のご案内
される長橋晴子先生が准允を受けられました。
日時 7 月 3 日(日) 午後 3：00 から
午後は新任教師の紹介と隠退教師感謝の時、関東教
会場 志木教会
区で牧会 25 年の教職への感謝のときがあり、朝霞教会
講師 竹之内圭子先生
の鎌木順子牧師に感謝を表しました。次いで来賓紹介
プロフィール 国立音楽大卒・ソプラノソリスト
がありました。関東教区が宣教協約を結んでいる韓国
クラシック、ジャズ、ゴスペル等幅
基督教長老京畿中部老会より三人の先生が、東日本大
広く活動中
震災の被災支援献金を携えて総会においでになり、関
▽地域に開かれたコンサート形式の伝道集会です
東教区への祈りと愛を感じました。教団問安使（岡本
【問い合わせ】潮義男(志木) ☎048-473-0024
知之教団副議長）の挨拶（教団議長挨拶を朗読）とそ
れに関しての質疑応答がありました。
< 埼玉新生教会「ゴスペル讃美礼拝」のご案内
その後議事に入りました。関東教区総会議長、副議
日時 7 月 16 日(土) 午後 4：00〜6：00
長の選挙が、議事と平行して進められました。
会場 埼玉新生教会
第二日目 5 月 26 日(木)
内容 日本屈指のゴスペル指導者 Meg & Piano
議事が始まり、まず宣教部委員長の選挙が行われま
Koiji 氏によるゴスペル(プレイズ２)讃美
した。議事と平行して（分科会報告、特別委員会報告、
礼拝。
議案の審議）
、常置委員の選挙が行われました。次いで
全国のクワイアディレクター、リーダーか
議事に入り、議案の可決、報告の承認を順次進めてい
らなるクリスチャン集団「ゴスペルプレイ
きました。関東教区「東日本大震災」被災支援委員会
ズクワイア」を率いて礼拝讃美を導きます。
設置に関する件が可決されました。関東教区「日本基
メッセージ：中村眞牧師
督教団罪責告白」に関する件は、採決の困難がみてと
▽席上献金有ります。礼拝後、フェローシップの
れ、最後には常置委員会付託となりました。
時を持ちます。 駐車場有り。
【教区総会議長】秋山徹(上尾合同)
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379
【教区総会副議長】飯塚拓也(竜ヶ崎)
【教区総会書記】栗原清(武蔵豊岡)
教会・教師の動き
【宣教部委員長】熊江秀一(新津)
○ 5 月 29 日、日野原上尾栄光教会・長橋晴子伝道師
【常置委員教師】平山正道(四條町) 疋田國磨呂(大宮)
の就任式が行われました。
島田進(日立) 東野尚志(聖学院) 村田元(原市)
○ 6 月 12 日、越生教会・西海満希子牧師の就任式が
【常置委員信徒】佐久間文雄(志木) 川田光江(越谷)
行われました。
滝川英子(七里) 小西文江(新潟) 和田献一(氏家)
報告：金田佐久子(西川口)
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

