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1 月の予定

9 日(月) 新年合同礼拝
聖学院教会 10：30ａｍ
10 日(火) 婦人部委員会
大宮教会 10：00ａｍ
教師委員会
大宮教会 2：00ｐｍ
15 日(日) 壮年部委員会
上尾合同教会 2：30ｐｍ
社会委員会
埼玉和光教会 3：00ｐｍ
16 日(月) 伝道委員会
大宮教会 6：30ｐｍ
17 日(火) 教育委員会
狭山教会 6：00ｐｍ
20 日(金) 地区委員会
埼玉新生教会 5：00ｐｍ
21 日(土) ＣＳ教師研修会
大宮教会
22 日(日) ホームページ委員会
西川口教会 4：00ｐｍ
24 日(火) 三区合同教師会
和戸教会 10：30ａｍ
25 日(水) 教会音楽委員会
大宮教会 0：00ｐｍ
29 日(日) 青年の集い
会場未定 3：00ｐｍ
30 日(月) アーモンドの会自主研修会
軽井沢・すずかる荘 3：00ｐｍ
31 日(火) アーモンドの会委員会
軽井沢・すずかる荘 9：00ａｍ

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
1 月 9 日(月・祝) 新年合同礼拝
時間 午前 10：30 から
会場 聖学院教会(聖学院大学チャペル)
説教者 柳下明子牧師(武蔵野緑教会)
(日本聖書神学校教授)
聖餐式 山岡創牧師(坂戸いずみ)
松本のぞみ牧師(上尾使徒)
▽今回は１区〜３区全体の合同礼拝で、埼玉地区
委員会が主催します。万障お繰り合わせの上、
ご参加下さいますよう、宜しくお願い致します。
★聖書は「新共同訳聖書」
、讚美歌は「讚美歌 21」
を使用します。当日用の冊子に聖書、讚美歌は
印刷いたしますので、ご持参くださらなくて結
構です。
★子どもたちへのメッセージがあります。
★礼拝後、成人式を迎えた青年を紹介し、地区委
員長が祝福の祈りをいたします。
★当日はＪＲ宮原駅と聖学院教会間でバスが運行
します。
朝：午前 9 時 35 分、55 分、10 時 15 分、35 分
帰り：午後 0 時 30 分、50 分、1 時 10 分、30 分
【問い合わせ】東野尚志(聖学院) ☎048-781-2829

1 月 24 日(火) 三区合同教師会
時間 午前 10：30 から
会場 和戸教会
講演「キリスト教礼拝史から学ぶ」
−初代教会、宗教改革の教会よりー
講師 松山與志雄先生
(エキュメニカル協会理事長、元東神大講師）
【問い合わせ】三羽善次(和戸) ☎0480-32-2112
1 月 29 日(日) 第 3 回青年の集い
時間 午後 3：00 から (受付 午後 2：30)
会場 未定
会費 500 円＋小礼拝での席上献金
【問い合わせ】野澤幸宏(坂戸いずみ)
sing_with_the_spirit@wm.pdx.ne.jp

来月の集会案内等
2 月 11 日(土) 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「キリストはわれらの希望」
(ローマの信徒への手紙 8 章 18〜25 節)
講師 関田寛雄牧師(神奈川教区巡回教師)
主催 地区社会委員会
【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039

1 月 21 日(土) ＣＳ教師研修会
2 月 19 日(日) 壮年部総会
時間 午前 10：30〜午後 2：00(開場 午前 10：00)
時間 午後 2：30 から
会場 大宮教会
会場 大宮教会
講演 「ＣＳ教師の心得と説教」
議案 活動報告、決算報告、活動計画、予算案等
講師 朴憲郁(パク・ホンウク)牧師
【問い合わせ】松下充孝(大宮) ☎048-652-0543
（東京神学大学教授・千歳船橋教会）
参加費 100 円
教会・教師の動き
申込 FAX(048-577-8160)かメールで、熊谷教会・
○ 11 月 26 日(土) 大宮教会・高田輝樹教師、越谷教
布村牧師宛てにお願いします。
会・棚橋千恵美教師が、関東教区秋季按手礼式で、
締切 1 月 15 日
按手を受けました。
【問い合わせ】川中真(岩槻) ☎048-756-0468
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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お知らせ・お願い
【地区関係】
「埼玉地区デー」献金のお願い
埼玉地区では毎年１月の成人の日に、埼玉地区新
年合同礼拝を開催しております。特に、この日を
「埼玉地区デー」と定めて地区の一致と連帯を推
進してまいりました。この「埼玉地区デー」を中
心に、毎年地区諸教会伝道所による講壇交換礼拝
も行われております。
そこで、この日に埼玉地区の活動とその一致と連
帯を覚えて、
「地区デー」献金をお献げいただきた
く、ここにお願い申し上げます。
なおご献金は、
「地区デー」当日の新年合同礼拝の
際にお持ちいただいて、埼玉地区委員にお渡しく
ださい。ご都合のつかない方は、下記の口座にお
振込みください。振込みの場合は振替用紙に
“地区デー献金”と明記してください。
郵便振替口座 ００１３０−２−４１３１２７
口 座 名
日本基督教団埼玉地区
【問い合わせ】東野尚志(聖学院) ☎048-781-2829

{ 女性教職と牧師夫人の集いのご案内
日時 2 月 21 日(火) 午前 10:30〜午後 2：00
会場 埼大通り教会
内容 礼拝：田中かおる牧師(安行)
小さな音楽会と交わりのとき
会費 1,000 円
【問い合わせ】風間トモ子(七里) ☎048-685-3701
埼玉同宗連「現地学習会」のご案内
日時 2 月 22 日(水) 午後 1：00〜3：30
会場 東京都墨田区、木下川(きぬがわ)資料室、
太鼓展示、皮革工場見学
▽どなたでもご参加ください。
【問い合わせ】飯野敏明(本庄) ☎0495-22-2908
a 地区会計からのお願い
2011 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。
【各個教会関係】
☺ 埼玉新生教会「初笑いしんせい寄席」のご案内
日時 1 月 14 日(土) 午後 2：00〜4：00
会場 埼玉新生教会
出演 古琴亭志ん軽、神田ナザレ、マゴス栗原
▽駐車場あり
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379

¬ 志木教会の FAX 番号変更のお知らせ
志木教会の FAX 番号が変更になりました。
新しい番号は下記です。
FAX：048-473-0004
浦和別所教会のホームページ開設のお知らせ
ブログによるホームページが開設されました。
ＵＲＬは以下です。
http://urawabesshochurch.blog.fc2.com/
埼玉地区のホームページにリンクされています。
(お詫びと訂正)
先月号の埼玉地区教会一覧で、深谷教会の保母光彦牧
師のお名前が抜けていました。大変申し訳ありません
でした。
≪2 月、3 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)
(月報の蔭から)
(Ａ．Ｔ)
今年は、3 月 11 日に起きた東日本大震災のため、3 月
21 日に予定していた地区総会が、地区発足以来初めて
延期されました。この時、今年一年地区の行事はどう
なるのか心配しましたが、2 年に一度行われる教会全
体修養会をはじめこれまで全ての行事が無事予定通り
行われました。この地区月報も一度の休みなく発行出
来ました。感謝です。来年は地区の諸教会・伝道所に
とって神様の恵み溢れる年となりますよう祈ります。

{ 地区総合協議会のご案内
各委員会・各部等の代表者の方、下記の件で協議
しますので、よろしくご参加ください。
* 埼玉中国語礼拝伝道所｢伝道開始 13 周年及び
日時 2 月 10 日(金) 午後 7：00 から
伝道所開設 10 周年新春特別伝道礼拝」のご案内
会場 大宮教会
日時 2 月 26 日(日) 午後 3：00 から
内容 各委員会・各部等の次年度の委員編成、計
会場 上尾合同教会
画と日程、委員会日程、予算等を協議し、
講師 石橋秀雄先生(日本基督教団議長)
調整。
(越谷教会牧師)
▽各代表者の方は、当日必ず次年度の委員構成、
讃美(詩吟)
豊川昭夫兄(越谷教会員)
委員会日程、行事日程をご提出ください。
【問い合わせ】李秀雲(埼玉中国語礼拝)
※夕食はありませんので各自済ませて来て下さい
☎048-591-1659
【問い合わせ】東野尚志(聖学院) ☎048-781-2829
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

