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2 月の予定

8 日(水) 災害対応委員会
埼玉新生教会 5：00ｐｍ
10 日(金) 地区総合協議会
大宮教会 7：00ｐｍ
11 日(土) 信教の自由と平和を求める 2・11 集会
大宮教会 10：00ａｍ
13 日(月) 婦人部委員会
大宮教会 10：00ａｍ
17 日(金) 地区委員会
埼玉新生教会 5：00ｐｍ
19 日(日) 壮年部総会
大宮教会 2：30ｐｍ
21 日(火) 女性教職と牧師夫人の集い
埼大通り教会 10：30ａｍ

今月の集会案内等
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
2 月 19 日(日) 壮年部総会
時間 午後 2：30 から
会場 大宮教会
礼拝説教 栗原清牧師(武蔵豊岡)
議案 活動報告、決算報告、活動計画、予算案等
▽各教会・伝道所の壮年の方、ご出席下さい。
【問い合わせ】松下充孝(大宮) ☎048-652-0543
最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。

来月の集会案内等

お知らせ・お願い

3 月 2 日(金) 世界祈祷日
(婦人部活動)
時間 午前 10：30 から （受付 10：00）
会場 1 区：日本キリスト教会 浦和教会
2 区：埼玉和光教会
3 区：カトリック熊谷教会
主催 NCC 日本キリスト教協議会(女性委員会)
▽イエス・キリストの十字架の時を覚えて、3 月
の最初の金曜日に定められたこの日を大切に
して、すべての人々のために平和を願い、世界
の姉妹兄弟と共に礼拝を捧げましょう。
【問い合わせ】滝川英子(七里) ☎048-685-7354

【地区関係】
 地区総会報告書提出のお願い
各委員会・各部等の代表者の方は、地区総会に向
けて年度報告をご提出ください。
書式：Ａ4、余白(上下左右 20 ミリ)、40 行、
1 行／45 字、10.5 ポイント 明朝、
タイトルは 16 ポイント ゴシック
提出期限 2 月 15 日(水)
▽地区書記・東野までご提出ください。
提出はメールのみの提出となります。報告書を
メールで添付してください。なお、必ず一度
プリントアウトして間違いがないか確認して
からご提出ください。宜しくお願いします。
Ｅ-mail：h̲higashino@seigakuin-univ.ac.jp
【問い合わせ】東野尚志(聖学院) ☎048-781-2829

3 月 20 日(火・祝) 地区総会
時間 午前 9：30〜午後 3：30
会場 大宮教会
※原則、車での来場禁止
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
▽教会の信徒議員を各教会・伝道所の役員会で
選任しておいて下さい。
【問い合わせ】東野尚志(聖学院) ☎048-781-2829

お知らせ。お願い
【地区関係】
{ 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。
日時 2 月 10 日(金) 午後 7：00 から
会場 大宮教会
内容 各委員会・各部等の次年度の委員編成、計
画と日程、委員会日程、予算等を協議調整。
▽各代表者の方は、当日必ず次年度の委員構成、
委員会日程、行事日程を 25 部ご提出下さい。
※夕食はありませんので各自済ませて来て下さい
【問い合わせ】東野尚志(聖学院) ☎048-781-2829
http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/

a 地区会計からのお願い
各委員会の決算後、残金があった場合は、地区
総合協議会(2／10)にお持ち頂きご返金下さい。
【問い合わせ】結城恭子(大宮) ☎048-645-7039
{ 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
【問い合わせ】飯野敏明(本庄) ☎0495-22-2908
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お知らせ・お願い
【各個教会関係】
= 上尾合同教会「特別伝道礼拝」のご案内
日時 2 月 12 日(日) 午前 10：15 から
会場 上尾合同教会
説教題 「神の仕事に手を出すな」
説教者 塩谷直也牧師（青山学院大学宗教主任）
▽ホワイトボードを使いながら漫画を書きながら
の説教をしていただきます。
【問い合わせ】秋山徹(上尾合同) ☎048-771-6549
 神愛ホームチャリティーバザーのご案内とお願い
日時 2 月 19 日(日) 午後 1：00〜3：30
会場 毛呂山町福祉会館(毛呂山町岩井西 5-16-1)
目的 児童養護施設神愛ホーム及び子どもたちへ
支援
▽バザーにお出かけ下さい。
▽バザー用品提供をお願いします。
▽ご協力頂ける方を求めています。前日の搬入、
当日のバザースタッフ。
▽連絡先 神愛ホーム ☎049-294-0040
共催：神愛ホーム／後援会 支援：毛呂教会
【問い合わせ】小室洋一郎(毛呂) ☎049-294-8151

 第４回スプリング・コンサート in 浦和別所教会の
ご案内
日時 3 月 17 日(土) 午後 2：00〜4：00
会場 浦和別所教会
音楽ゲスト 姫野徹氏 (オーボエ奏者)
(ユーオディア・アーティスト会員)
【問い合わせ】山田称子(浦和別所) ☎048-861-4210
初雁教会 80 周年記念「日野原重明先生講演会」の
ご案内
日時 4 月 29 日(日) 午後 2：00〜3：30
会場 川越市民会館大ホール
講演 「命をみつめて −どうよく生き、
どうよく老い、どうよく死ぬか」
− 人の幸福について −
講師 日野原重明先生
前売券のみ 1 枚 500 円
▽聖路加国際病院の名誉院長でありクリスチャン
である日野原重明先生の講演会です。
【問い合わせ】町田さとみ(初雁) ☎049-224-7594

報告：新年合同礼拝
2012 年 1 月 9 日(月・祝)、聖学院教会(聖学院大学チ
ャペル)を会場として、2012 年埼玉地区新年合同礼拝
が行われました。
今年は、2 年に一度開催されます 1 区・2 区・3 区が
合同で行う礼拝でした。2006 年までは、この合同礼拝
は、大宮教会や埼玉新生教会、また上尾合同教会等、
地区内では比較的大きな礼拝堂を有する教会で行われ
てきました。しかし、それでも 300 名近く集まる合同
礼拝は、礼拝堂だけでは入りきれず、礼拝堂と集会室
等二つ以上の部屋に分かれて行われてきました。しか
し、聖学院教会(聖学院大学チャペル)が完成してから
2008 年、2010 年そして今年 2012 年と三回連続で聖学
院教会で一堂に集まって礼拝を捧げることが出来まし
た。また今回は、聖学院大学・聖学院教会のご配慮の

もと、スクールバスも用意して下さり、素晴らしい礼
拝を捧げることが出来ました。埼玉地区の一致と連帯
のもと、一つの教会堂で一緒に礼拝を出来る幸を実感
できました。参加者も地区内 52 教会、地区外 6 教会合
計 58 教会より 280 名の方が参加されました。
説教者は、武蔵野緑教会牧師であり日本聖書神学校
教授でもある柳下(やなした)明子先生でした。なお柳
下先生は、前北川辺伝道所の柳下仁(やなしためぐみ)
牧師のお嬢さんです。
柳下先生は、ヨハネの手紙Ⅰ 2 章 7〜8 節をもとに、
昨年の大震災を経験して、私たちの計画がいかに脆く、
未来を見据えることの出来ない中にあって、私達の力
は弱く人生は空しいものなのか、と信仰が問われてい
る。しかし、互いに愛し合いなさいという古くて又新
しい掟を通して、私達は日々新たにされて、今与えら
れている人生を力強く歩むことが出来る幸いをお話し
て下さいました。
聖餐式は、坂戸いずみ教会の山岡創牧師と上尾使徒
教会の松本のぞみ牧師が務めました。山岡牧師の司式
の言葉は、改めて聖餐式の意味を深く理解でき、また
未受洗者への丁寧な配慮もされており、感動深い聖餐
式でした。
礼拝後に、今年成人式を迎えられた方に対しての祝
福の祈りが埼玉地区副委員長の中村眞牧師によってな
されました。今年は、一人の姉妹が多くの人の前で祝
福の祈りを受けました。中村牧師の祝福の祈りは、多
分姉妹の父親が聞いていたら涙を流していたでしょ
う。それ程、心打つ祝福の祈りでした。
礼拝後は、場所を隣の緑聖ホールに移して楽しい交
わりのひと時がもたれました。聖学院教会の皆様によ
って美味しいお汁粉やお菓子等を頂きました。聖学院
教会の方々には、大変お世話になりました。
今年もまた地区の１年の始りを、このような地区の
一致と連帯の象徴とも言うべく豊かな礼拝と交わりを
持ってスタート出来ましたことを深く感謝致します。
(埼玉地区ホームページより抜粋)

* 埼玉中国語礼拝伝道所｢伝道開始 13 周年及び
伝道所開設 10 周年新春特別伝道礼拝」のご案内
日時 2 月 26 日(日) 午後 3：00 から
会場 上尾合同教会
講師 石橋秀雄先生(日本基督教団議長)
(越谷教会牧師)
讃美(詩吟) 豊川昭夫兄(越谷教会員)
【問い合わせ】李秀雲(埼玉中国語礼拝)
☎048-591-1659
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