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今月の集会案内等 
 1月26日(土) ＣＳ教師研修会 

  時間 午前10：30～午後2：00(受付開始10：00） 

会場 大宮教会 

テーマ 「みんなで育てよう、子どもたち」 

講師 江見淑子さん 

(前箕面教会キリスト教教育主事） 

会費 不要です、昼食は各自持参してください。 

申込 2013年1月16日(水）までに、熊谷教会 

布村あて、名前と教会名を明記の上 

メール：jesus.c.k@grape.plala.or.jp 

又はFax048－577－8160で。 

  【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330 

来月の集会案内等 

2月11日(月) 信教の自由と平和を求める2・11集会 

  時間 午前10：00～ 

  会場 大宮教会 

  講師 戒能信生牧師(東駒形教会) 

  主題 「資料に見る戦時下の教会」 

  会費 500円 

  主催 地区社会委員会 

  【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039 

 

2月17日(日) 壮年部総会  

  時間 午後2：30から 

  会場 大宮教会 

  議案 活動報告、決算報告、活動計画、予算案等 

  【問い合わせ】松下充孝(大宮) ☎048-652-0543 

 

≪2月、3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 

 

     1月の予定 
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) 

    【子ども説教】なし 

     【聖餐式】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) 

    【子ども説教】江田めぐみ伝道師(三芳) 

    【聖餐式】栗原清牧師(武蔵豊岡) 

  3 区【会 場】北本教会 

    【説教者】竹内紹一郎牧師(深谷西島) 

    【子ども説教】塚本洋子牧師(鴻巣) 

    【聖餐式】三羽善次牧師(和戸) 

  ▽開始時間は各会場とも、午前10：30 です。 

  ★礼拝プログラムは当日、配布いたします。讃美

歌、聖書箇所はプログラムに印刷いたしますの

で、お持ちにならなくて結構です。 

 ★式の中、成人を祝福する「成人の祈り」を用意

  していますので新成人の方はぜひご出席下さい

  ★「地区デー献金」は、この礼拝の際にお持ち下

さい。 

【問い合わせ】土橋誠(飯能) ☎042-972-2511 

 

1月22日(火) 三区合同教師会  

  時間 午前10：30～ 

  会場 初雁教会 ～ 川越市街 

  開会礼拝 町田さとみ牧師(初雁) 

  講演 山岡磐牧師(隠退教師) 

「川越のキリスト教と文化」  

  ▽講演後、川越のカトリック教会や聖公会、時の

   鐘、蔵屋敷などを訪ね、川越のキリスト教や文

   化にふれたいと思います 

  【問い合わせ】三羽善次(和戸) ☎0480-32-2112 

14日(月) 新年合同礼拝 

       各会場 10：30ａｍ 

20日(日) 壮年部委員会 

       上尾合同教会 2：30ｐｍ 

21日(月) 伝道委員会 

       大宮教会 6：30ｐｍ 

22日(火) 三区合同教師会 

       初雁教会 10：30ａｍ 

地区委員会 

       埼玉新生教会 5：00ｐｍ  

23日(水) 婦人部新旧合同委員会 

       大宮教会 10：00ｐｍ 

教会音楽委員会 

  大宮教会 1：30ｐｍ 

26日(土) ＣＳ教師研修会 

       大宮教会 10：30ａｍ 

27日(日) ホームページ委員会 

       西川口教会 4：00ｐｍ 

29日(火) アーモンドの会委員会 

       軽井沢・すずかる荘 9：00ａｍ 

   修養会委員会 

     聖学院教会 2：00ｐｍ 

報 告 

【各集会参加者数】 

・伝道と賛美の集い (10／28)  51名・11教会 

・壮年部秋期講演会 (11／11)  15名・6教会 

 

≪月報をメールで受け取れます≫ 

ご希望の方は、「月報希望」と書いて下記のメールまで。

【申し込み＆問い合わせ先】iwasa@bb.mbn.or.jp 

岩佐浩一(上尾合同) 

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】 

☺ 「初笑いしんせい寄席」のご案内  
日時 1月19日(土) 午後2：00～4：30 

会場 埼玉新生教会 

出演 古琴亭志ん軽さん(代々木上原教会会員) 

       落語「福音噺」 

     神田ナザレさん(駒澤教会牧師) 

「聖書講談」 

     マゴス栗原さん 「マジック」 

▽入場無料、駐車場あります。 

【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

 

 初雁教会｢バザー」のご案内  

日時 1月27日(日) 午後1：00から 

会場 初雁教会 

参加費 無料 

▽今回で31回を迎えるバザーです。作りながら販

売する焼きそば、フランクフルトの他、味のし

みたカレー、おでん、うどん等が心も体も温め

ます。「おふくろの味」と題したお総菜やスイー

ツ。2階では衣料品や雑貨、クレープもありま 

す。ぜひおいでください。 

【問い合わせ】町田さとみ(初雁) ☎049-224-7594

教会・教師の動き 

○ 12月1日(土)、大宮教会・許昌範教師が、関東教

区秋季按手礼式で、按手を受けました。 

 

○ 山添順二教師(元岩槻教会牧師・隠退教師)が、12

月13日(木)逝去されました。12月15日(土)、下

谷教会で葬儀が行われました。 

 

○ 森トミ子教師(狭山教会森淑子牧師の義母・隠退教

師)が12月11日(火)逝去されました。12月14日

(金)前夜式、15日(土)葬送式が狭山教会で行われ

ました。 

 (月報の蔭から) 

埼玉地区月報の第1号は、今から16年前の1996年

12月24日付けで「1997年1月号」が発行された。今

は、発行：地区委員会、制作：ホームページ委員会が

担っているが、最初は伝道委員会が発行していた。12

月末の寒い夜、当時の伝道委員長だった島隆三牧師と

西川口教会で印刷したのを昨日の事のように覚えてい

る。この時、パソコンではなくてワープロで作成して

いた。紙面も両面ではなく片面だった。情報がどれだ

け集まるか、また何時まで続けられるか不安でいっぱ

いだった。しかし、その後、情報量は、どんどん増え

て両面印刷になり、5 年後にはホームページも開設し

て、月報の情報は広く世間にも流すようになった。 

長い間、作成担当をしてきたが、この16年間で2度、

作成の危機に陥ったことがあった。一度はヘルニアの

手術で11日間の入院、2度目は眼の病気で2週間ほど

動けなかった。しかし、2度とも月報作成時期(毎月20

日前後)でなかったため、無事発行出来た。いつしか、

地区月報を発行していると、その作成期間は神様が守

ってくれて、どんな場合でも私は大丈夫と思う様にな

った。それは、傲慢であり実に甘い考えだった。 

10月末に網膜剥離になってしまい、11月11日に手

術をした。ほぼ2 週間は、全く右目が見えない状態だ

った。当然、私は作成出来ず、先月号(12月号)は私以

外のホームページ委員が作成して発行した。今も、視

力は眼鏡をかけて0.6 程しかないが、今月号は何とか

作成に携えることが出来た。 

今思うと、病気をしてもしなくても神様は、私を守

ってくれているし、月報も神様が必要だったら、発行

出来るだろう。今回の病気を通して、どんな時も自分

に与えられた奉仕をさせて頂くことに感謝し、喜びを

もって仕える姿勢が大切だと思うようになった。 

この 1 年も、情報を提供して下さった方、チェック

して下さった地区委員長・ホームページ委員長をはじ

め、多くの方に感謝します。迎える新年も神様の恵み

溢れる年となりますようお祈り致します。(Ａ．Ｔ) 

お知らせ・お願い 
【地区関係】 

「埼玉地区デー」献金のお願い 

  埼玉地区では毎年１月の成人の日に、埼玉地区新 

年合同礼拝を開催しております。特に、この日を 

「埼玉地区デー」と定めて地区の一致と連帯を推 

進してまいりました。この「埼玉地区デー」を中 

心に、毎年地区諸教会伝道所による講壇交換礼拝 

も行われております。 

  そこで、この日に埼玉地区の活動とその一致と連 

帯を覚えて、「地区デー」献金をお献げいただきた

く、ここにお願い申し上げます。 

  なおご献金は、「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(秩父) ☎0494-22-2431 

 

 地区総合協議会のご案内 

  各委員会・各部等の代表者の方、下記の件で協議 

  しますので、よろしくご参加ください。 

  日時 2月8日(金) 午後7：00から 

  会場 埼玉新生教会 

  内容 各委員会・各部等の次年度の委員編成、計 

     画と日程、委員会日程、予算等を協議し、 

調整。 

▽各代表者の方は、当日必ず次年度の委員構成、 

   委員会日程、行事日程をご提出ください。 

  ※夕食はありませんので各自済ませて来て下さい 

【問い合わせ】都築英夫(秩父) ☎0494-22-2431 

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 


