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12 月の予定

今月は地区の委員会・行事などの予定はありません。
【関東教区の主な予定】
1 日(土) 関東教区 秋期按手礼式・准允式
大宮教会 10：30ａｍ

報 告
【各集会参加者数】
・伝道と賛美の集い (10／28)
・壮年部秋期講演会 (11／11)

51 名･11 教会
15 名･６教会

来月の集会案内など
1 月 14 日(月・祝) 新年合同礼拝
1 区【会 場】岩槻教会
【説教者】鈴木一義牧師(シャロンのばら)
（子供への説教 なし）
【聖餐司式者】深谷春男牧師（東京聖書学校吉川）
2 区【会 場】埼玉和光教会
【説教者】野村忠規牧師(東松山)
子供への説教
【聖餐司式者】栗原清牧師
3 区【会 場】北本教会
【説教者】竹内紹一郎牧師(深谷西島)
子供への説教
【聖餐司式者】三羽善次牧師
▽開始時間は各会場とも、午前 10：30 です。
【問い合わせ】土橋誠(飯能) ☎042-972-2511
・三区合同教師会
会場 初雁教会
日時 1 月 22 日(火)午前 10：30〜
講演 「川越の教会の歴史」 山岡磐牧師
開会礼拝 町田さとみ牧師
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】
◆「埼玉地区デー」献金のお願い
埼玉地区では、成人の日を「地区デー」と定め、地
区の一致と連帯を特に推進する日と考えております。
「地区デー」当日の新年合同礼拝の際にお持ちいた
だいて、受付でお渡しください。ご都合のつかない方
は、下記の口座にお振込みください。振込みの場合は
振替用紙に“地区デー献金”と明記してください。
郵便振替口座 ００１３０−２−４１３１２７
口 座 名 日本基督教団埼玉地区
【問い合わせ】都築英夫 ☎0494-22-2431
【各個教会関係】
桶川伝道所「クリスマス・チャリティー・チェロ
コンサート」のご案内
日時 12 月 16 日(日) 午後 3：30 から
会場 桶川伝道所
出演 黄原亮司氏
(東京交響楽団首席チェリスト)
アンサンブルサンクチュエール
チケット 大人 1,100 円(紅茶・ケーキ付)
こども 600 円(小学生以上)
内容 チェロ、ヴァイオリン、ビオラ、ピアノ
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921
♪聖学院教会「クリスマス・スペシャル・コンサート」
日時 12 月 2 日（日）午後１：30〜
会場 聖学院教会礼拝堂（聖学院大学チャペル）
出演 大澤史郎・松尾嘉子(ヴァイオリン･ヴィオラ)
高松大介（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
http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/

【各個教会関係】
☆深谷教会「クリスマスの集い〜2012」のご案内
日時 12 月 24 日(月・祝) 午後 3：00 から
会場 深谷教会
Ⅰ部 クリスマス・コンサート 午後 3：00〜
出演 深谷教会弦楽合奏団、深谷教会聖歌隊
白百合学園幼稚科ハンドベルキッズ
アンサンブル白百合 （マンドリン）
ティタイム 午後 4：00 お茶の用意があります。
Ⅱ部 キャンドルライト・サービス
午後 4：30〜5：30
▽入場無料。駐車場はありません。
深谷駅南口から徒歩２分
【問い合わせ】法亢聖親(深谷) ℡048-575-2838
【一般関係】
「県南三市クリスマスの夕べ」のご案内
日時 12 月 4 日(火) 午後 7：00〜8：30
会場 川口リリア音楽ホール(川口駅西口すぐ）
ゲスト 河合和雄氏（パイプオルガン演奏）
松岡裕子氏（キリスト教絵画）
内容 「オルガン演奏と絵画による降誕さんび」
(オルガン演奏の間、スクリーンに絵画が
投影されます）
説教 進藤龍也牧師
（罪人の友主イエスキリスト教会）
▽入場無料
主催 県南三市クリスマスの夕べ実行委員会
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036
≪1 月、２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：048-852-1376
◎Ｅメール：saitama@sinsei.org
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お知らせ・お願い
【一般関係】
z 第 22 回さいたま市民クリスマスのご案内
日時 12 月 9 日(日) 午後 3：00〜5：00
会場 さいたま市民会館おおみや大ホール
ゲスト Migiwa(ゴスペルシンガー)
新生ゴスペルクワイア(埼玉新生教会)
メッセンジャー 碓井真史先生
(新潟青陵大学大学院臨床心理学研究科教授)
チケット 500 円(全席自由)
主催 さいたま市民クリスマス実行委員会
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379
◎川越市民クリスマスのご案内
日時 12 月 15 日(土) 午後 2：00 から
会場 川越市民会館
▽ヘンデル曲オラトリオ｢メサイア」を聴きながら、
共にイエスさまの御降誕をお祝いしましょう。ゲスト
による本格的なメサイアと、バッハ研究会合唱団など
による「ハレルヤ」他の合唱。子どもたちのクリスマ
ス・ソングもあります。
【問い合わせ】町田さとみ(初雁) ℡049-224-7594

第 38 回教団総会報告
10 月 23 日から 25 日、第 38 回日本基督教団総会が
ホテルメトロポリタン(池袋)を会場に、
「伝道する教団
の建設」を主題にして開催された。
【議長選挙】
石橋秀雄(関東教区・越谷)が再選された。
【副議長選挙】
伊藤瑞男(東京教区・大泉ベテル)が選出された。
【書記】
雲然俊美(奥羽)、議長副議長一任により選任（再選）
。
【常議員選挙】
(教職)
高橋和人(東北) 高橋潤(中部)
藤掛順一(神奈川) 小橋孝一(東京) 長山信夫(東京)
大村栄(西東京) 岡本知之（兵庫） 北紀吉(東海)
古屋治雄(九州) 菅原力（東京） 篠浦千史(四国)
岡村恒(大阪) 深谷春男(関東) 米倉美佐男（北海）
(信徒)
望月克仁(神奈川) 遠藤道雄(東北)
大杉弘(中部) 朝岡瑞子（東京） 鈴木功男(東京)
河田直子(東中国) 佐久間文雄(関東) 川原正言(西東京)
稲松善人（東海） 岡田義信(東京) 小林義春（東北）
杉森耀子（神奈川）中嶌暁彦（西東京）
【総幹事】
長崎哲夫（東京山手教会）が選任された。

続いて宮古教会から森分和基牧師が報告に立ち、教
会付属のひかり幼稚園との同時復興を模索している状
況であることが報告された。
東北教区の高橋和人議長は、教区内８５教会・伝道
所中、５４教会・伝道所、つまり約７０％以上が何ら
かの被害を受けた状況であることが報告された。震災
の支援として、教区内に東北教区被災者支援センター
（東北教区センター「エマオ」
）と、東北教区東日本大
震災教会救援復興委員会という２つの委員会が設けら
れ、教団との連携の中で様々な活動の救援活動が行わ
れていると報告した。なお、放射能問題に関しては、
まだまだこれからという状況であるとも報告した。
同じく東北教区からは、牧人会の山下勝弘牧師から、
震災当日の生々しい様子の報告と、神の栄光を現す復
興を目指すことが語られ、堀川愛生園の伊藤信彦牧師
から、施設の復興は着々と進んでいるが、震災避難ス
トレスの影響が弱者へ向けられている状況があると報
告された。
関東教区報告はパワーポイントが用いられた。具体
的な教会の被災と復興の様子が映像を通して議場に示
され、改めて議場は震災における教会の被害と、復興
状況を確認した。
続いてアジア学院の状況を藩宣教師が報告した。藩
宣教師は、今回の震災とその復興を契機に、アジア学
院と教団のつながりを再認識したと語った。
東京教区からは、岸憲英千葉支区長が立ち、安食教
会の被災状況と復興状況の報告を行った。
その後、会津放射能情報センター報告を片岡輝美氏
が行った。放射能と向き合う困難の中で、センターが
教団と連携して行っている保養キャンプとその成果を
報告し、放射能問題は終結しておらず、長期にわたる
対応が必要であることを述べた。

◇総会二日目の午後に、東日本大震災に関する報告会
が行われた。報告会は、震災被害の大きかった奥羽教
区、東北教区、関東教区、東京教区報告を各教区議長、
支区長が行い、最後に会津放射能情報センターの活動
報告がなされた。
奥羽教区の報告として邑原宗男教区議長は、被災し
≪月報をメールで受け取れます≫
た教会の多くが応急処置を完了し、本格的な復興に向
ご希望の方はお名前と教会名書いて下記のメールまで
かっている状況であると述べた。しかし、完全復興ま
【申し込み＆問い合わせ先】iwasa@bb.mbn.or.jp
（教団総会の報告は、日本基督教団公式サイトに掲載
での道はまだ遠く、特に具体的な復興ビジョンを巡り、
岩佐浩一(上尾合同)
されている教団総会速報の記事から抜粋しました。
）
教会内での意見の相違等の問題があり、道を定めるた
めになお時間が必要であることが語られた。
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

