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7 月の予定

3 日(火) 修養会委員会
上尾合同教会 2：00ｐｍ
8 日(日) 鴻巣教会・塚本洋子牧師就任式
鴻巣教会 2：30ｐｍ
9 日(月) 婦人部全体研修会
大宮教会 10：00ａｍ
9 日(月)〜10 日(火) 教師一泊研修会
別所沼会館
10 日(火) 教師委員会
別所沼会館 1：00ｐｍ
地区委員会
埼玉新生教会 5：00ｐｍ
11 日(水) 教会音楽委員会
大宮教会 1：30ｐｍ
15 日(日) 加須教会・舟生康雄牧師就任式
加須教会 2：30ｐｍ
伝道研修会
埼玉新生教会 3：00ｐｍ
16 日(月) 教区宣教綜合協議会 大宮教会 10：00ａｍ
17 日(火) 最寄り 3 区教師会
久喜復活集会所 10:30ａｍ
22 日(日) 三芳教会・江田めぐみ伝道師就任式
三芳教会 2：30ｐｍ
壮年部委員会
西川口教会 2：30ｐｍ
23日(月) 最寄り1区教師会 上尾合同教会 10:30ａｍ
30 日(月) 教育委員会
坂戸いずみ教会 3：00ｐｍ

今月の集会案内等
【各集会参加者数】
・春の教会音楽講習会 (6／9) 44 名・21 教会
・第 11 回ＩＴ祭り (6／17)
41 名・11 教会
・壮年部講演会 (6／17)
30 名・9 教会

今月の集会案内等
7 月 8 日(日) 鴻巣教会・塚本洋子牧師就任式
時間 午後 2：30
会場 鴻巣教会
司式 秋山徹牧師(関東教区総会議長)
【問い合わせ】塚本洋子(鴻巣) ☎048-541-0643
最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。

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) 加須教会・舟生康雄牧師就任式
時間 午後 2：30
会場 加須教会
司式 飯塚拓也牧師（関東教区副議長）
【問い合わせ】舟生康雄(加須) ☎0480-65-3447
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)
▽講演会の後、分団に分かれて、話し合いと交わ
りの時を持ちます。
▽今まで以上に広く伝道に関心ある方にご参加し
て頂くよう、今年より名称を「役員・伝道委員
研修会」より「伝道研修会」と変更しました。
各教会で伝道のために奉仕しておられる牧師、
信徒の方々にご参加頂きたいと思います。
▽駐車場あります。
【問い合わせ】山ノ下恭二(東大宮) ☎048-684-5323
http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/

7 月 16 日(月・祝) 関東教区宣教綜合協議会
時間 午前 10：00 から
会場 大宮教会
講師 片岡輝美氏(若松栄町教会)
講演題 未定
▽原発問題についてお話をされます。アジア学院
からも講師をお招きします。
▽この集会は埼玉地区社会委員会が共催します。
【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039
7 月 22 日(日) 三芳教会・江田めぐみ伝道師就任式
時間 午後 2：30
会場 三芳教会
司式 栗原清牧師（関東教区書記）
【問い合わせ】中山弘隆(三芳) ☎049-258-3766

来月の集会案内等
8 月 15 日(水) 平和を求める 8・15 集会
時間 午前 10:00
会場 大宮教会
講師 金城重明教師(沖縄教区)
(元沖縄キリスト教短期大学長)
講演内容 沖縄戦における集団自決の体験から
【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039
8 月 15 日(水)〜17 日(金) 中学生・ＫＫＳキャンプ
会場 立科白樺高原ユースホステル (長野県)
講師 小林光牧師(熱田教会)
参加費 中学生 14,000 円 高校生以上 15,000 円
▽青年部のキャンプと一部共同で行います。
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330
8 月 15 日(水)〜17 日(金) 青年部キャンプ
会場 立科白樺高原ユースホステル
費用 15,000 円
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330
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お知らせ・お願い
【地区関係】
{ 最寄り 3 区教師会のご案内
日時 7 月 17 日(火) 午前 10：30 から
会場 久喜復活集会所
内容 ①礼拝 藤崎信教師(隠退教師)
②発題 布村伸一牧師(熊谷)
③昼食(会費 1,000 円)、交わりと報告
▽駐車場に関しては、山野先生にお問い合わせの
こと。 4 日位前に出欠・昼食の件にてお知らせ
下さい。
連絡先 〒346-0007 久喜市久喜北 2-4-47
ＴＥＬ＆ＦＡＸ 0480-53-9547
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921
 最寄り 1 区教師会のご案内
日時 7 月 23 日(月) 午前 10：30〜午後 1：00
会場 上尾合同教会
内容 ①礼拝 川中真牧師(岩槻)
②発題 内田武士教師
「牧会伝道を振り返って」
③近況報告・諸連絡・昼食懇談(会費 1,000
円)、本年度の教師会他のスケジュール
▽今回の出欠については川中真牧師(岩槻)まで
FAX 又は電話で 7 月 20 日(金)迄にご連絡下さい。
【問い合わせ】川中真(岩槻) ☎048-756-0468

 埼玉新生教会「特別音楽伝道集会」のご案内
日時 7 月 7 日(土) 午後 2：00〜3：30
会場 埼玉新生教会
内容 サックスコンサートと元気のでる
メッセージ − 逆転は人生にこそ −
演奏メッセージ 岸義紘師(ミッション 21 伝道者)
▽入場無料、駐車場あり
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379

【一般関係】
埼玉県宗教連盟主催「平和の祈り」のお知らせ
日時 7 月 7 日(土) 午後 1：00〜3：30
会場 カトリック川越教会
内容 加盟各宗派が平和のために祈ります
【問い合わせ】
「埼玉県宗教連盟」担当
飯野敏明(本庄) ☎0495-22-2908

 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

○6 月 10 日(日)、東松山教会・野村忠規牧師の就任式
が行われました。
○6 月 17 日(日)、初雁教会の献堂式が行われました。
○6 月 24 日(日)、東所沢教会・指方周平牧師の就任式
が行われました。

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 「新しい生き方−ゆるし合うこと」
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
= 越谷教会「さんび夕礼拝」のご案内
日時 7 月 29 日(日) 午後 6：45 から
会場 越谷教会
説教「その町の平安、わたしの平安」
説教者 石橋秀雄牧師(越谷)
賛美奉仕 聖歌隊、チェロ、詩吟、ハーモニカ、
ギター、リコーダー、ヴァイオリン
▽楽器やうたで、楽しく賛美します。
【問い合わせ】越谷教会 ☎048-962-2743

教会・教師の動き

報告:関東教区総会
【教団総会議員の選挙結果】
(教師 14 名)
秋山徹(埼玉・上尾合同) 熊江秀一(新潟・新津)
疋田國磨呂(埼玉・大宮) 小池正造(新潟・東新潟)
村田元(群馬・原市)
栗原清(埼玉・武蔵豊岡)
石橋秀雄(埼玉・越谷)
平山正道(栃木・四條町)
田中かおる(埼玉・安行) 三浦修(埼玉・埼玉和光)
島田進(茨城・日立)
飯塚拓也(茨城・竜ヶ崎)
東野尚志(埼玉・聖学院) 新井純(新潟・十日町)
(信徒 14 名)
内田聖子(新潟・長岡)
滝川英子(埼玉・七里)
川田光江(埼玉・越谷) 國吉常喜與(栃木・宇都宮上町)
佐久間文雄(埼玉・志木) 菊池愛(新潟・東中通)
小西文江(新潟・新潟)
半田孝一(群馬・原市)
和田献一(栃木・氏家)
三井田忠昭(埼玉・岩槻)
吉田武人(埼玉・鴻巣)
内山一(茨城・鹿島)
富永研司(茨城・日立)
羽倉信彦(埼玉・上尾合同)

* 最寄り 2 区教師会のご案内
日時 8 月 6 日(月) 午前 10：00〜午後 4：30
会場 ニューサンピアおごせ
礼拝 最上光宏牧師(所沢みくに)
【郵便振込先口座番号】名称：日本基督教団埼玉地区
▽自然豊かな中で親睦をかね、リフレッシュ。
口座番号 ００１３０−２−４１３１２７
【問い合わせ】藍田修(鳩山) ☎049-296-0342
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