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今月の集会案内等 
 

お知らせ・お願い 

     3月の予定 
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 

 

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   

  内容 地区委員選挙、各部各委員会報告、 

     予算決算、地区宣教活動計画等 

  ▽原則、車での来場禁止です。車で来場する場合

は自己負担で大宮市駅周辺の有料駐車場をご利

用下さい。 

 【問い合わせ】東野尚志(聖学院) ☎048-781-2829

来月の集会案内等 

4月16日(月) 婦人部総会 

  時間 午前10：00～12：00 

  会場 大宮教会 

  開会礼拝 高橋悦子牧師(桶川) 

【問い合わせ】滝川英子(七里) ☎048-685-7354 

 

≪地区月報の受取部数を変更できます≫ 

受け取り希望部数と教会名を書いて下記までご連絡下

さい。 

・ＦＡＸ：048-979-1057 
・Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

【地区関係】 

 最寄り3区教師会のご案内 

日時 3月12日(月) 午後3：00から 

会場 加須教会 

礼拝 浦部牧子牧師 

発題 三羽善次牧師(和戸) 

▽出欠の返事は、3日位前までに、加須教会にお 

願いします。尚、常時と違って、午後3時です 

ので、お間違いないように。皆様、奮ってご参 

加下さい。 

【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 

 もちつきボランティア募集のお願い  

この度、大宮教会では加須市に避難されている福 

島県双葉町の皆さまの所で「もちつき」を計画し 

ています。この計画に埼玉地区も賛同し、共にこ 

のことを行いたいと考えました。 

つきましては、当日お手伝いいただけるボランテ 

ィアを募集いたします。 

日時 3月3日(土)  

現地集合9時 ～ 現地解散3時 

場所 元騎西(きさい)高校駐車場  

(加須市騎西598-1)  

募集人数 10名程度 [ 先着順 ] 

作業内容 当日のもちつき準備、もちつき、配膳、 

片付け、洗い物等  々

持ち物服装 エプロン、三角布又は帽子、爪は短 

く衛生的に、防寒もしっかり(屋外作業です) 

▽『 ボランティア保険 』に各自がそれぞれの 

地元の社会福祉協議会に申し込み、ご加入下さ 

い。費用は自己負担です。当日、加入証を携行 

下さい。 

【申込】飯能教会宛 FAX(042-972-2511)で申し込 

    み下さい。 

 2日(金) 世界祈祷日 

       各会場 10：30ａｍ 

12日(月) 最寄り3区教師会 

       加須教会 3：00ｐｍ 

18日(日) 壮年部委員会 

       埼玉和光教会 2：30ｐｍ 

20日(火) 地区総会 

       大宮教会 9：30ａｍ  

【関東教区の主な予定】 

26日(月)～28日(水) 関東教区「ＫＫＳ春のキャンプ」

       佐渡教会 

報 告  

【各集会参加者数】 

・信教の自由と平和を求める2・11集会 (2／11) 

               103名・29教会 

・壮年部総会 (2／19)     28名・15教会 

 

≪4月、5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。 

◎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) 

 

【郵便振込先口座番号】名称：日本基督教団埼玉地区 

口座番号 ００１３０－２－４１３１２７ 

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.183  (裏面) 
  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：048-474-1488 

 

【関東教区関係】 

☺ 関東教区「ＫＫＳ春のキャンプ」のご案内 
  日時 3月26日(月)～28日(水) 

  会場 佐渡教会 

主題「正義・平和・命 －神様が創られた世界－」

対象者 現在の中学3年生～高校生3年生＋青年

集合場所 新潟以外の人は高崎教会 

費用 10,000円 

申込 各教会の牧師に3月4日(日)までに 

【問い合わせ】長尾愛子(小川) ☎0493-74-2027 

報告：地区総合協議会 

 2012年2月10日(金)、午後7時より大宮教会を会場

として、2012年度の埼玉地区の各委員会各部の活動計

画及び委員名簿の発表と行事日程の調整等を行なう

「地区総合協議会」が開催されました。 

2012年度の行事日程は、各委員会各部とも例年通り

の行事を予定していました。新しい企画としては、災

害対応委員会が東日本大震災で被災された教会の牧師

を招いて講演会を開催することが予定されています。

修養会は2年に一度の開催ですので、来年8月に開

催されます。既に地区委員会で日程が決定しました。

2013年8月5日(月)～7日(水)です。また、新年合同

礼拝(2012年1月14日)は1区、2区、3区に別れた最

寄り区毎の礼拝となります。 

2012年度の各委員会各部の主な行事予定と日程 

【地区委員会】 

新年合同礼拝     2013年1月14日(月) 

地区総合協議会    2013年2月 

【伝道委員会】 

役員・伝道委員研修会 2012年7月15日(日) 

 伝道と賛美の集い   2012年10月28日(日) 

【教育委員会】 

中・KKSキャンプ  2012年8月15日(水)～17日(金) 

秋の中・KKSフェスタ 2012年10月8日(月) 

ＣＳせいと大会  2012年11月3日(土) 

ＣＳ教師研修会  2013月1月26日(土) 

【社会委員会】 

環境問題講演会  2012年7月 

８・１５集会    2012年8月15日(水) 

２・１１集会    2013年2月11日(月) 

【教師委員会】 

教師一泊研修会   2012年6月25日(月)～26日(火) 

三区合同教師会  2013年1月22日(火) 

【教会全体修養会】 

教会全体修養会  2013年8月5日(月)～7日(水) 

【地区通信委員会】 

2012年7月、11月、2013年3月に発行 

【ホームページ委員会】 

第11回ＩＴ祭り  2012年6月17日(日) 

【災害対応委員会】 

講演会       2012年9月15日(土) 

【障教懇(アーモンドの会)】 

第18回障教懇   2012年9月22日(土)  

【教会音楽委員会】 

春の教会音楽講習会   2012年6月9日(土) 

秋の教会音楽講習会  2012年9月29日(土) 

【壮年部】 

修養会      2012年6月17日(日) 

講演会      2012年11月11日(日) 

総会       2013年2月17日(日) 

【婦人部】 

総会       2012年4月16日(月) 

アジア学院生ＨＳ 2012年6月2日(土)～4日(月) 

婦人部全体研修会 2012年7月9日(月) 

もより婦人研修会 2012年10月～11月 

世界祈祷日    2013年3月1日(金) 

お知らせ・お願い 
【各個教会関係】 

✍ 地区委員会からのお知らせ 

・3月19日(月)午後4時30分から、大宮教会にて

 地区総会準備会をいたします。 

地区総会で配布したい文書などがありました 

ら、必ず配布部数を印刷のうえ、17日(土)まで

に埼玉新生教会・中村眞宛へお送り下さい。 

（〒338-0001 さいたま市中央区上落合7-9-11）

・議員登録が遅れている教会があります。大至急 

    中村眞 (☎048-852-1379）まで連絡して下さい。

 

【各個教会関係】 

 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 

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 


