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来月の集会案内等 
 

お知らせ・お願い 

     5月の予定 
6月9日(土) 春の教会音楽講習会 

  時間 午後2：00～4：30 

  会場 大宮教会 

  講師 和久井輝夫氏(リードオルガン技術者) 

            (須坂教会員) 

  主題「礼拝で使われる楽器  Ⅰ.リードオルガン」

    会費 500円 

  ▽今回はリード・オルガンを目の前で分解して、

   その構造や特徴を学びます。関心のある方は、

   どなたでも歓迎します。申込は不要。 

【問い合わせ】吉田みち子(埼玉新生) ☎048-853-5867

 

6月17日(日) 第11回ＩＴ祭り 

  時間 午後3：00～5：00 

  会場 埼玉新生教会 

  講演 「メディア伝道の可能性を探る(パート2)」

  講師 小尾朋子氏(聖パウロ女子修道会会員) 
(女子パウロ会ホームページ担当者) 

  ▽講演の他に、埼玉地区でホームページを開設し

   ている教会の現状を報告して頂く予定です。 

   ホームページを開設している教会の担当者は 

   ぜひ出席して下さるようお願い致します。 

▽クリスチャングッズ・書籍販売とフリーマーケ

ットも同時開催します。 

    時間 午後2：30～3：00 5：00～5：30 

  ▽フリーマーケットへ出品しよう！！ 

    ・個人でも教会単位でも出品できます。 

    ・衣料、雑貨、物産、自由に販売できます。

    ・出品料他、費用は一切かかりません。 

    ・ご希望の方は、6月10日までに申込下さい。

  ▽今回は、伝道に深く関係しますので地区伝道委

   員会が後援します。 

  ※駐車場の用意あります。 

【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379

【地区関係】 

 教師一泊研修会日程変更のお知らせ 

  教師一泊研修会の日程変更を地区月報4月号に掲 

  載しましたが、この日は関東教区の開拓伝道協議 

  会がある事が分かりましたので、改めて委員会で 

  協議した結果、以下のように再変更致しました。 

  ここにお詫びし、新日程と主題、講師に関してお 

  知らせします。 

  日時 7月9日(月)～10日(火) 

  会場 浦和別所沼会館 

  主題「初代教会の宣教に学ぶ」(仮題) 

  講師 川島貞雄先生(東洋英和女学院大学教授) 

 【問い合わせ】三羽善次(和戸) ☎0480-32-2112 

 

 最寄り1区教師会のご案内  

日時 5月14日(月) 午前10：30～午後1：00 

会場 白岡伝道所 

内容 ①礼拝 福島聖二牧師(白岡) 

     ②発題 佐々木佐余子牧師(七里)  

     「マサチューセッツ湾植民地の建設意義」 

         ― 日本伝道の視点から― 

     ③近況報告・諸連絡・昼食懇談(会費千円) 

      本年度の教師会他のスケジュール 

▽出欠については福島聖二牧師(白岡)までFAX又 

は電話で 5月11日(金)までにご連絡下さい。 

【問い合わせ】川中真(岩槻) ☎048-756-0468 

 

 最寄り2区教師会のご案内 

  日時 5月14日(月) 午前10：30から 

  会場 狭山教会 

  内容 ①礼拝 森淑子牧師(狭山) 

     ②発題 三浦修牧師(埼玉和光) 

     ③近況報告、諸連絡、本年度スケジュール 

 【問い合わせ】藍田修(鳩山) ☎049-296-0342 

14日(月) 最寄り1区教師会 

       白岡伝道所 10：30ａｍ 

          最寄り2区教師会 

       狭山教会 10：30ａｍ 

15日(火) 婦人部委員会 

       大宮教会 10：00ａｍ 

     最寄り3区教師会 

       深谷教会 0：00ｐｍ 

18日(金) 地区委員会 

       埼玉新生教会 5：00ｐｍ 

21日(月) 伝道委員会 

       東大宮教会 6：30ｐｍ 

【関東教区の主な予定】 

29日(火)～30日(水) 関東教区総会 

       大宮ソニックシティ 

今月の集会案内等 

現在、地区としての今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。 

教会・教師の動き 

○ 東所沢教会・深見祥弘牧師が3月で辞任し、4月に

指方周平牧師が就任しました。 

○ 岩槻教会・川中真牧師夫人ゲイル川中姉が逝去され

前夜式が4月10日、葬儀が4月11日、岩槻教会 

で行われました。 

 

≪6月、7月の情報をお寄せください≫ 

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 

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 
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 【各個教会関係】 

 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・院長) 

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 

 

 全国教会婦人会連合第22期全国委員研修会の案内

  日時 6月19日(火)～20日(水) 

  会場 横浜メルパルク 

  講師 田中かおる牧師(安行)  

 【問い合わせ】滝川英子(七里) ☎048-685-7354 

 

【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 

 
埼玉地区の歴史 (パート1) 

お知らせ・お願い 【歴代地区委員長】    1973年～2012年 

1999 年度の総会で、地区委員長の任期は、「任期を 2

年とし、2期を継続して任期を満了したものは、4年以

内に再選されない」となった。それ以前は、「任期は、

2年とし再選をさまたげない」。 

年度 名前 教会 期 

2012年 土橋 誠 飯能 2期目 

2011年 土橋 誠 飯能 2期目 

2010年 土橋 誠 飯能 1期目(1年) 

2009年 深見 祥弘 東所沢 2期目 

2008年 深見 祥弘 東所沢 1期目 

2007年 深見 祥弘 東所沢 1期目 

2006年 最上 光宏 浦和東 2期目 

2005年 最上 光宏 浦和東 2期目 

2004年 最上 光宏 浦和東 1期目 

2003年 最上 光宏 浦和東 1期目 

2002年 秋山 徹 上尾合同 2期目 

2001年 秋山 徹 上尾合同 2期目 

2000年 秋山 徹 上尾合同 1期目 

1999年 秋山 徹 上尾合同 1期目 

1998年 櫻井 義也 行田 1期目 

1997年 櫻井 義也 行田 1期目 

1996年 岡本不二夫 浦和東 1期目 

1995年 岡本不二夫 浦和東 1期目 

1994年 山岡 磐 初雁 3期目 

1993年 山岡 磐 初雁 3期目 

1992年 山岡 磐 初雁 2期目 

1991年 山岡 磐 初雁 2期目 

1900年 山岡 磐 初雁 1期目 

1989年 山岡 磐 初雁 1期目 

1981年～1988年(8年間) 小海寅之助 西上尾 

1977年～1980年(4年間) 池宮 仰  大宮 

1973年～1976年(4年間) 横山 義孝 西川口 

 最寄り3区教師会のご案内  

日時 5月15日(火) 午後0：00～3：30 

会場 深谷教会 

内容 ①礼拝 保母光彦牧師(深谷) 

     ②発題 法亢聖親牧師(深谷) 

     ③食事、交わり 

会費 1,000円 

▽出欠のお知らせは、法亢聖親牧師のご自宅まで、

ＦＡＸ又は葉書でお願いします。 

ＴＥＬ＆ＦＡＸ 048-598-3490 

【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 

☺ アジア学院生ホームステイ (地区婦人部活動)   
6月2日(土)～4日(月) 

今年の地区内のホストファミリーは以下のご家庭

の予定です。お祈りのうちにお覚えください。 

・川田光江姉(越谷) 

・山野裕子姉(久喜復活集会所) 

・高橋和子姉(所沢みくに) 

・未定 

 【問い合わせ】滝川英子(七里) ☎048-685-7354 

 

【関東教区関係】 

 関東教区教会婦人会連合第38回総会・修養会の案内

  日時 6月7日(木)～8日(金) 

  会場 ホテルクリスタルパレス(茨城県) 

  主題「ひとりよりもふたりがよい」 

  講師 塩谷直也先生(青山学院大学准教授) 

  費用 全日程参加 15,000円(参加費・宿泊費) 

      日帰り夕食なし 7,000円(参加費・夕食費)

     夕食なし 3,000円(参加費) 

   【問い合わせ】滝川英子(七里) ☎048-685-7354 

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 


