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4 月の予定

3 日(火) 教師委員会
大宮教会 2：00ｐｍ
4 日(水) 教会音楽委員会
大宮教会 1：30ｐｍ
9 日(月) 伝道委員会
大宮教会 6：30ｐｍ
13 日(金) 教育委員会
坂戸いずみ教会 6：30ｐｍ
15 日(日) ホームページ委員会
西川口教会 4：00ｐｍ
16 日(月) 婦人部総会
大宮教会 10：00ａｍ
17 日(火) 教会全体修養会委員会
埼玉新生教会 2：00ｐｍ
22 日(日) アーモンドの会委員会
埼玉和光教会 4：00ｐｍ
30 日(月) 社会委員会
川口教会 10：00ａｍ

今月の集会案内等
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

来月の集会案内等
現在、地区としての来月の集会案内はありません。各
委員会・各部とも、今年は 6 月以降に集会を企画して
います。なお、牧師就任式等ありましたら来月号でお
知らせします。
関東教区総会は、5 月 29 日(火)・30 日(水)です。
最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。

お知らせ・お願い
【地区関係】
* 教師一泊研修会日程変更のお知らせ
今年の教師一泊研修会は、会場の都合で下記の通
り日程が変更になりました。
6 月 25 日(月)〜26 日(火)
⇒ 7 月 2 日(月)〜3 日(火)
会場：別所沼会館(会場は変更ありません)
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921
【各個教会関係】
 桶川伝道所「イースター音楽礼拝」のご案内
日時 4 月 8 日(日) 午前 10：30〜午後 0：45
会場 桶川伝道所
一部 礼拝 お話：渡辺久純先生
ページェント(みんなで参加)
二部 スプリング・ミニコンサート
天野源悦(テノール) 印牧直子(ソプラノ)
下公子(ヴァイオリン、ソプラノ)他
三部 軽食と交わり
▽入場無料
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921
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 (全て完売しました)
▽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
http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/

{ 毛呂教会「Amici Pochi Concert」のご案内
日時 5 月 12 日(土) 午後 2：00 開演
会場 毛呂教会
内容 Amici Pochi Concert
ぽちのひとりごと・・・さんびか三味編
演奏 ボーカル：Pochi(稲生勝也) 毛呂教会牧師
キーボード：Ken-Kun(東京芸術大学卒)
目的 児童養護施設神愛ホーム及び子どもたち
の支援
▽入場無料(自由献金)
どなたでもご自由にご参加ください。
【問い合わせ】毛呂教会 ☎049-294-3444
【一般関係】
東京信徒会主催｢講演会」のご案内
日時 6 月 16 日(土) 午後 2：00〜4：30
会場 富士見町教会 ２階ＣＳホール
主題「東日本大震災後の日本社会
における再建の課題」
講師 阿久戸光晴先生(聖学院大学学長)
参加費 無料
▽どなたでもご自由に参加できます。
参加ご希望の方はメール又は FAX で下記までご
連絡下さい。
【連絡先】T／F．044−969−2024（鈴木功男）
E-mail：isaosuzuki@mvh.biglobe.ne.jp
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教会・教師の動き
○ 3 月、草加教会・谷脇正紀牧師が辞任し、田中かお
る牧師(安行)が代務に就任。
○ 3 月、鴻巣教会・篠原愛義牧師が辞任し、4 月に
塚本洋子牧師が就任。
○ 3 月、東松山教会・塚本洋子牧師が辞任。4 月に
野村忠規牧師(愛媛県松山城東教会より）が就任。
○ 3 月、加須教会・浦部牧子牧師が辞任。4 月に舟生
康雄牧師(茨城県・石岡教会より)が就任。
○ 3 月、飯能教会・五十嵐実季伝道師は結婚し、大分
県臼杵教会転居。臼杵教会伝道師になる予定。
○ 3 月、大宮教会・高田輝樹牧師が辞任。
○ 3 月、埼玉新生教会・中村忠明牧師が隠退。
○ 隠退教師の北久保勝也牧師(桶川市在住、元洗足教
会牧師、埼玉地区教会・伝道所で隠退後ご奉仕くだ
さいました)が逝去され、前夜式が 3 月 18 日、葬儀
が 3 月 19 日、洗足教会で行われた。
○ 東京聖書学校吉川教会 深谷美歌子先生が 2 月 19
日に首の怪我をして入院されていました。3 月 19
日退院して自宅療養中です。お祈りください。
≪5 月、6 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

報告：埼玉地区総会
2012 年 3 月 20 日(火)、大宮教会を会場として、2012
年度の埼玉地区総会が開催された。開会礼拝は、深谷
西島教会の竹内紹一郎牧師が担当された。議長は土橋
誠牧師(飯能・地区委員長)が務めた。正議員 135 名の
うち 96 名が出席された。
(1)地区委員選挙 (半数改選)
教職 山田称子(浦和別所・再)、金田佐久子(西川口・
新)、都築英夫(秩父・再)
信徒 小岩晃(上尾合同・新)、結城恭子(大宮・再)
留任は 教職・中村眞(埼玉新生)、布村伸一(熊谷)、山
ノ下恭二(東大宮)、信徒・豊川昭夫(越谷)、三井田忠
昭(岩槻)
なお、信徒・長尾愛子(小川)は 2 期 4 年を満了した。
(2)2012 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」
聖句 「愛する者たら、互いに愛し合いましょう。愛
は神から出るもので、愛する者は皆、神から生まれ、
神を知っているからです」
(ヨハネの手紙第一 4 章 7 節)
地区主題、聖句とも前年度と同じです。地区の一致
と連帯の強化に努め、福音の前進に仕えることの目的
を達成するために、地区内 59 教会・伝道所とそこに連
なる人々が地区委員会・各委員会・各部などの行うプ
ログラムを通して交わりを深め、宣教の使命に共に生
きてまいりましょう。

④日本基督教団東日本大震災救援募金に協力します。
(3)2012 年度地区一般会計予算
一般会計は、過去 2 年間で 15％減額してきたが、活
動費軽減の限度になり想定外の活動に対応する予備費
がとれなくなっているため、今年度は収入を前年度よ
り 6％増額した。
=
今年は、会場となった大宮教会で葬儀が午後 5 時か
ら行われるようになったため、必ず 3 時半までに、出
来ればそれ以上前に終了しなければならなかった。こ
の為、出席された皆様のご協力のもと、予定より大幅
に短縮した午後 2 時半には終わることが出来ました。
会場となった大宮教会の皆様には、深く感謝致します。
昨年は、東日本大震災のために地区総会が初めて延
期され 4 月に開催された。この時、地区の集会等にも
影響を及ぼし、中には中止となる集会もあるとではな
いかと思われたが、1 年を通じて全て無事開催するこ
とが出来た。むしろ、8 月の教会全体修養会では、被
災地の牧師先生をお呼びしてお話をして頂いたり、社
会委員会の環境問題懇談会では福島原発事故を巡って
の懇談会、壮年部では春・秋の 2 回の講演会では、い
ずれも東日本大震災と福島原発事故をテーマに講演会
が開かれ、例年以上に活発な集会が開催された。また
地震発生直後から現地にボランティアに行ったり、地
区として衣料バザーを大船渡と石巻の地で 2 度に渡り
開催することが出来た。今年も災害対応委員会では、
福島原発の為に教会そのものが移転せざるをえなかっ
たなか、信仰を第 1 にして礼拝を守り続けている教会
の牧師を招いて講演会をする。今年度も、いつどこで、
どのような問題が起こるか分かりません。しかし、ど
のような状況の中でも主にある一致と連帯のもとに、
59 教会・伝道所が共に力強く歩む地区となれますよう
祈ります。
(埼玉地区ホームページ「報告：地区総会」より抜粋)

【活動について】
≪月報をメールで受け取れます≫
①各委員会、各部の働きを推し進め、支援いたします。
ご希望の方は、お名前と教会名そして「月報希望」と
②地区は、各個教会・伝道所と共に悩みや喜びを分か
書いて下記のメールまで送信してください。
ち合います。
【申し込み＆問い合わせ先】iwasa@bb.mbn.or.jp
③三区に分かれて｢新年合同礼拝」を行います。
岩佐浩一(上尾合同)
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

