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2 月の予定

5 日(火) 教師委員会
大宮教会 11：00ａｍ
地区四役会
埼玉新生教会 3：30ｐｍ
6 日(水) 災害対応委員会
埼玉新生教会 5：00ｐｍ
8 日(金) 地区総合協議会
埼玉新生教会 7：00ｐｍ
11 日(月) 信教の自由と平和を求める 2・11 集会
大宮教会 10：00ａｍ
17 日(日) 壮年部総会
大宮教会 2：30ｐｍ
草加教会・高田輝樹牧師就任式
草加教会 3：00ｐｍ
19 日(火) 地区委員会
埼玉新生教会 5：00ｐｍ
24 日(日) 青年部第 3 回青年の集い(2012 年度)
朝霞教会 3：00ｐｍ

報 告
【各集会参加者数】
・新年合同礼拝 (1／14)
会場 1 区：岩槻、2 区：埼玉和光 3 区：北本
1 区：135 名・21 教会
席上献金額 123,963 円
2 区：104 名・19 教会
席上献金額 78,800 円
3 区：67 名・11 教会、2 集会所
席上献金額 62,552
3 区合計：306 名 51 教会、2 集会所
席上献金総額 265,315 円
・三区合同教師会 (1／22)
31 名
最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。

今月の集会案内等

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〜正午 (受付：午前 9：30)
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
▽午後 0：10〜1：00、講師を囲んでの懇談会も
あります。(自由参加)
【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039

3 月 1 日(金) 世界祈祷日
(婦人部活動)
時間 午前 10：30 から （受付 10：00）
会場 1 区：上尾合同教会
2 区：小川教会
3 区：カトリック熊谷教会
主催 NCC 日本キリスト教協議会(女性委員会)
▽イエス・キリストの十字架の時を覚えて、3 月
の最初の金曜日に定められたこの日を大切に
して、すべての人々のために平和を願い、世界
の姉妹兄弟と共に礼拝を捧げましょう。
【問い合わせ】滝川英子(七里) ☎048-685-7354

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 17 日(日) 草加教会・高田輝樹牧師就任式
時間 午後 3：00 から
会場 草加教会
【問い合わせ】西山勇(草加・書記) ☎048-982-4133
2 月 24 日(日) 第 3 回青年の集い
時間 午後 3：00 から
会場 朝霞教会
参加費 無料
申し込み締め切り 2 月 17 日（日）
申込 下記までメールで申し込みください。
saitama.christian.youth@gmail.com
▽小礼拝を守った後、お鍋を囲みながら、青年同
士の主にある豊かな交わりを深めます。
その時に、来年度から活動する新執行部の紹介
と承認も行います。
【問い合わせ】山岡創（坂戸いずみ）☎049-283-0330
http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/

3 月 20 日(水・祝) 地区総会
時間 午前 9：30〜午後 3：30
会場 上尾合同教会
内容 地区委員長・委員選挙、各部各委員会報告
予算決算、地区宣教活動計画等
▽教会の信徒議員を各教会・伝道所の役員会で
選任しておいて下さい。
▽原則、車での来場禁止です。車で来場する場合
は自己負担で上尾駅周辺の有料駐車場をご利
用下さい。
【問い合わせ】都築英夫(秩父) ☎0494-22-2431
≪3 月、4 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：048-979-1057
◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp
≪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)
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お知らせ・お願い
【地区関係】
{ 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 25 部ご提出ください。
※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
 地区総会報告書提出のお願い
各委員会・各部等の代表者の方は、地区総会に向
けて年度報告をご提出ください。
書式：Ａ4、余白(上下左右 20 ミリ)、40 行、
1 行／45 字、10.5 ポイント 明朝、
タイトルは 16 ポイント ゴシック
提出期限 2 月 13 日(水)
▽地区書記・都築英夫までご提出ください。
提出はメールのみの提出となります。報告書を
メールで添付してください。なお、必ず一度
プリントアウトして間違いがないか確認して
からご提出ください。宜しくお願いします。
Ｅ-mail：uccjchka@chichibu.ne.jp
【問い合わせ】都築英夫(秩父) ☎0494-22-2431

* 教会全体修養会開催のご案内
日時 8 月 5 日(月)〜7 日(水)
会場 軽井沢南ヶ丘倶楽部
主題 「主にある交わりを深めよう」
〜共に生きる生活〜
講師 吉岡光人牧師(吉祥寺教会)
(『信徒の友』編集長)
▽ぜひ今からご予定に入れておいて下さい。
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036
【各個教会関係】
越谷教会「特別伝道礼拝」のご案内
日時 2 月 10 日(日) 午前 10：40 から
会場 越谷教会
説教題 「主よ！出番です」
説教者 東岡山治牧師(広島県・上下教会)
▽東岡牧師は部落に生まれ、宣教と部落解放に取
り組まれています。著書の中で「自分を大切に
し、自分に誇りを持ちましょう。そして自分を
差別する相手を心から包むこと。それでその人
を変えていくのです」と述べています。ぜひご
参加ください。駐車場もあります。
【問い合わせ】越谷教会 ☎048-962-2743
越谷教会「教会セミナー」のご案内
日時 2 月 17 日(日) 午後 0：20〜2：20
会場 越谷教会
第 1 部「第 14 回信仰の先輩に聞く」
お話 中島信子姉(インタヴュー形式で聞く)
題 「日高善一牧師(石橋秀雄牧師の祖父)
からの受洗」
第 2 部「知っているようで意外と知らない
キリスト教葬儀について学ぶ」
講師 奥田幸平氏(埼玉新生教会員)
(キリスト教専門葬儀社 ㈱輝 会長)
【問い合わせ】越谷教会伝道牧会委員 ☎048-962-2743

【一般関係】
改訂宣教基礎理論勉強会のご案内
日時 2 月 16 日（土） 午後 2：00〜4：30
会場 鳥居坂教会 集会室
講師 宮本義弘先生（前宣教研究所委員長）
主催 東京信徒会
参加費 無料
▽ご出席の方は下記へご一報下さい
E メール：isaosuzuki2012@krd.biglobe.ne.jp
Fax：044-969-2024 鈴木
【問い合わせ】鈴木功男(東京信徒会)
☎044-969-2024
< 神愛ホームチャリティーバザーのご案内とお願い
日時 2 月 17 日(日) 午後 1：00〜3：30
会場 毛呂山町福祉会館 ウィズもろやま
(入間郡毛呂山町岩井西 5-16-1)
目的 児童養護施設神愛ホームとそこで暮らす子
どもたちを支援します。
◇バザーにお出かけ下さい。
◇バザー用品提供をお願いします。
◇ご協力頂ける方を求めています。前日の搬入、
当日のバザースタッフ。
◇連絡先 神愛ホーム ℡049-294-0040
共催：神愛ホーム／後援会 支援：毛呂教会
【問い合わせ】小室洋一郎(毛呂) ☎049-294-8151
☺ 「子どもと礼拝セミナー」開催のご案内
日時 2 月 23 日(土） 午後 1：00〜4：00
会場 上尾合同教会
講師 ブラウネルのぞみ先生
内容 子どもの礼拝と講演、実演
会費 1,000 円（学生 500 円）
申込 田中かおる(安行)（℡/fax 048-296-4002）
締切 2 月 16 日(土)
▽子どもの礼拝にはお子様の参加も歓迎します。
【問い合わせ】田中かおる(安行) ☎048-296-4002

a 地区会計からのお願い
各委員会の決算後、残金があった場合は、地区
総合協議会(2／8)にお持ち頂きご返金下さい。
【問い合わせ】結城恭子(大宮) ☎048-645-7039
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