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6 月の予定

5 日(火) 教会全体修養会委員会
西川口教会 2：00ｐｍ
9 日(土) 春の教会音楽講習会
大宮教会 2：00ｐｍ
10 日(日) 東松山教会・野村忠規牧師就任式
東松山教会 2：00ｐｍ
17 日(日) 初雁教会献堂式
初雁教会 2：00ｐｍ
壮年部講演会
大宮教会 2：30ｐｍ
第 11 回ＩＴ祭り
埼玉新生教会 3：00ｐｍ
社会活動委員会・社会委員会
川口教会 3：00ｐｍ
24 日(日) 東所沢教会・指方周平牧師就任式
東所沢教会 2：30ｐｍ
アーモンドの会委員会
埼玉和光教会 4：00ｐｍ
26 日(火) 婦人部委員会
大宮教会 10：00ａｍ

今月の集会案内等

6 月 10 日(日) 東松山教会・野村忠規牧師就任式
時間 午後 2：00
会場 東松山教会
司式 秋山徹牧師(関東教区議長)
【問い合わせ】野村忠規(東松山) ☎0493-22-0985
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
フリーマーケットの申込締切は 6 月 10 日。
※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
6 月 17 日(日) 壮年部講演会
時間 午後 2：30〜5：00
会場 大宮教会
講演 「今こそ、
『つながり』の時」
−共に苦しみ、共に喜ぶ−
講師 飯塚拓也牧師(竜ヶ崎教会)
【問い合わせ】松下充孝(大宮) ☎048-652-0543

6 月 24 日(日) 東所沢教会・指方周平牧師就任式
時間 午後 2：30
会場 東所沢教会
司式 飯塚拓也牧師(関東教区副議長)
【問い合わせ】指方周平(東所沢) ☎04-2945-5169

来月の集会案内等
7 月 9 日(月) 婦人部全体研修会
時間 午前 10：00〜午後 2：30
会場 大宮教会
テーマ「キリストに結ばれ共に喜び、苦しみに
あずかる」
講師 横山好江牧師(東京新生教会)
礼拝説教 山野裕子牧師(久喜復活集会所)
【問い合わせ】滝川英子(七里) ☎048-685-7354
7 月 9 日(月)〜10 日(火) 教師一泊研修会
会場 別所沼会館
主題「初代教会のペテロとパウロ」
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
7 月 15 日(日) 伝道研修会(旧役員・伝道委員研修会)
時間 午後 3：00〜5：00
会場 埼玉新生教会
演題「信仰の継承と成長」
講師 石川弘司牧師(日本福音同盟元事務局長)
(日本同盟基督教団中野教会)
【問い合わせ】山ノ下恭二(東大宮) ☎048-684-5323

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)
教会・教師の動き
主題「礼拝で使われる楽器 Ⅰ.リードオルガン」
6 月 17 日(日) 初雁教会・献堂式
○ 本庄旭教会・秋山徹牧師が代務辞任、竹内紹一郎
会費 500 円
時間 午後 2：00
牧師が代務就任しました。
▽今回はリード・オルガンを目の前で分解して、
会場
初雁教会
○
三芳教会・江田めぐみ伝道師が就任しました。
その構造や特徴を学びます。関心のある方は、
▽当日、駐車場は 5 台くらい空です。
○ 日野原記念上尾栄光教会、長橋晴子伝道師が入院
どなたでも歓迎します。申込は不要。
【問い合わせ】町田さとみ(初雁) ☎049-224-7594
中です。お祈りください。
【問い合わせ】吉田みち子(埼玉新生) ☎048-853-5867
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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お知らせ・お願い
【地区関係】
☺ 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)
・高崎和子姉(所沢みくに)
・齋藤勝子姉(安行)
【問い合わせ】滝川英子(七里) ☎048-685-7354
【各個教会関係】
* 聖学院教会「愛と癒しのコンサート」のご案内
日時 6 月 3 日(日) 午後 1：30〜3：00
会場 聖学院教会礼拝堂(聖学院大学チャペル)
出演 山本千晶(ソプラノ)、水野ゆみ(ピアノ)
▽入場無料、駐車場あります。日曜日ですので、
駅からの送迎バス(学生バス)はありません。
【問い合わせ】東野尚志(聖学院) ☎048-781-2829

* 桶川伝道所「あじさい時のコンサート＆こどもと
大人の賛美礼拝」のご案内
日時 6 月 17 日(日) 午後 2：30〜4：00
会場 桶川伝道所
内容 ・アンサンブルサンクチュエール他地域の
プロ、アマ音楽家のコンサート
・こどものチェロ、ピアノトリオと
ページェントによる賛美礼拝
出演 サンクチュエール(弦楽奏団)、下公子、
天野源悦他声楽、ギター弾き語り、
▽入場無料
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921
 大宮教会「ゴスペルコンサート」のご案内
日時 7 月 22 日（日） 午後 2：30〜4：00
会場 大宮教会
出演 ジョン・ルーカス
（ジャマイカ出身・仙台在住のゴスペルシンガー）
▽入場無料
（自由献金有。東日本大震災救援募金に捧げます）
▽ 公共の交通機関をご利用ください。
【問い合わせ】大宮教会 ☎048-641-6148
日野原記念上尾栄光教会「特別伝道礼拝」のご案内
日時 7 月 29 日(日) 午前 10：30 から
会場 日野原記念上尾栄光教会
説教者 日野原重明先生（聖路加国際病院理事長）
▽どなたでも歓迎です。
【問い合わせ】三谷章夫(上尾栄光) ☎048-722-6056

【関東教区関係】
関東教区教会婦人会連合第 38 回総会・修養会のご
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)
【問い合わせ】滝川英子(七里) ☎048-685-7354
【一般関係】
 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
「弾圧 70 周年記念聖会」のご案内
日時 6 月 24 日(日) 午後 3：30〜5：30
会場 赤羽教会 （TEL03-3901-8939）
主題 「弾圧を覚えて・杭を堅く打て」
説教者 深谷春男牧師(東京聖書学校吉川教会)
【問い合わせ】東京聖書学校吉川教会
☎048-982-5064

「埼玉同宗連」研修会のご案内
{ 志木教会｢チャペルコンサート」のご案内
日時 6 月 25 日(月) 午後 1：30 から
日時 6 月 17 日(日) 午後 3：00 (開場 2：30)
会場 埼佛会館１階ホール
会場 志木教会
講演 「東日本大震災と社会的弱者」
演奏者 ソプラノ 後藤美奈氏
講師 片岡遼平氏(NPO 人権センター HORIZON)
(武蔵野音大声楽科）
▽どなたでもご参加下さい。
テノール 佐藤敦史氏
【問い合わせ】飯野敏明(本庄) ☎0495-22-2785
a 東所沢教会からのお知らせ
（東京芸術大声楽科、同大学院）
①ホームページのＵＲＬが変更。
ピアノ 渡部優美氏
【訂正とお詫び】
http://ht-ch.jimdo.com/
コーラス コーロ・アミーコ(友情出演）
先月号(2012 年 5 月号)の「歴代地区委員長」の中で
②牧師館の電話番号の変更。
曲目 アメイジング・グレイス他
2011 年、2012 年度の土橋誠委員長の「期」が 2 期目と
04-2946-2082
▽入場無料
ありましたが、1 期目に訂正します。
【問い合わせ】東所沢教会 ☎04-2945-5169
【問い合わせ】潮義男(志木) ☎048-473-0024
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