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今月の集会案内等 
 【地区関係】 

 最寄り2区教師会のご案内  

日時 3月11日(月) 午前10：30から 

会場 川越教会 

内容 ①礼拝 木ノ内一雄牧師(川越) 

   ②発題 稲生勝也牧師(毛呂) 

「毛呂教会での牧会をふり返って」 

       長尾邦弘牧師(小川) 

       「小川教会での牧会をふり返って」 

【問い合わせ】藍田修(鳩山) ☎049-296-0342 

 

【関東教区関係】 

☺ 関東教区「ＫＫＳ春のキャンプ」のご案内 
日時 3月25日(月)～27日(水) 

会場 佐渡教会 

主題「正義・平和・命 

 －神様が創られた世界－」Ⅲ 

対象者 現在の中学3年生～高校生3年生＋青年 

集合場所 新潟以外の人は高崎教会 

費用 10,000円 

(高崎教会から佐渡までの往復交通費込み) 

定員 茨城・栃木・群馬・埼玉からは20人程 

申込 各教会の牧師に3月4日(月)までに 

【問い合わせ】布村伸一(熊谷) ☎048-521-6018 

 

【各個教会関係】 

 越生教会のホームページが開設されました 

  ＵＲＬは以下です。埼玉地区のホームページから 

  リンクされています。 

  http://ogosechurch.minibird.jp/ 

 

 東京聖書学校吉川教会増改築竣工式のお知らせ 

  日時 4月3日(水) 午前10：00から 

    会場 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 

     3月の予定 
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 

 

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、各委員会各部報告

     予算決算、地区宣教活動計画等 

  ▽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。 

  ▽総会議案・報告書は近日中に送ります。 

 【問い合わせ】都築英夫(秩父) ☎0494-22-2431 

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 3月5日(火) 午後4：00～6：45 

会場 行田教会 

内容 ①礼拝 岡村紀子牧師 

     ②発題 清水与志雄牧師(行田) 

▽夕食有。4日前位までに、出席、食事など清水 

与志雄牧師までお知らせください。 

  FAX048-554-8969 

【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 1日(金) 世界祈祷日 

       各会場 10：30ａｍ 

 5日(火) 最寄り3区教師会 

       行田教会 4：00ｐｍ 

11日(月) 最寄り2区教師会 

       川越教会 10：30ａｍ 

17日(日) 壮年部委員会 

       埼玉和光教会 2：30ｐｍ 

20日(水) 地区総会 

       上尾合同教会 9：30ａｍ  

【関東教区の主な予定】 

25(月)～27日(水) 関東教区「ＫＫＳ春のキャンプ」 

教会・教師の動き 

○ 2月17日、草加教会・高田輝樹牧師の就任式が、

行われました。 

○ 3月末、小川教会・長尾邦弘牧師が辞任されます。

○ 3月末、毛呂教会・稲生勝也牧師が辞任されます。

報 告 

【各集会参加者数】 

・ＣＳ教師研修会 (1／26)   56名・23教会 

・信教の自由と平和を求める2・11集会 (2／11) 

                88名・31教会 

・壮年部総会 (2／17)     26名・14教会 

来月の集会案内等 

4月23日(火) 婦人部総会 

  時間 午前10：00～12：00 

  会場 大宮教会 

  開会礼拝 深谷美歌子牧師(東京聖書学校吉川) 

【問い合わせ】滝川英子(七里) ☎048-685-7354 

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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報告：地区総合協議会 
 秋の中・KKSフェスタ 2013年10月14日(月・祝) 

ＣＳせいと大会  2013年11月4日(月・祝) 

ＣＳ教師研修会  2014月1月25日(土) 

【社会委員会】 

環境問題講演会  2013年6月9日(日) 

８・１５集会    2013年8月15日(木) 

２・１１集会    2014年2月11日(火・祝) 

【教師委員会】 

教師一泊研修会   2013年7月8日(月)～9日(火) 

三区合同教師会  2014年1月21日(火) 

【教会全体修養会】 

教会全体修養会  2013年8月5日(月)～7日(水) 

【地区通信委員会】 

2013年7月、11月、2014年3月に発行 

【ホームページ委員会】 

第12回ＩＴ祭り  2013年6月16日(日) 

【災害対応委員会】 

災害時の救援及び支援活動 

【障教懇(アーモンドの会)】 

第19回障教懇   2013年9月23日(月・祝)  

【教会音楽委員会】 

春の教会音楽講習会   2013年5月25日(土) 

秋の教会音楽講習会  2013年10月26日(土) 

【壮年部】 

講演会      2013年7月21日(日) 

総会       2014年2月16日(日) 

【婦人部】 

総会       2013年4月23日(火) 

アジア学院生ＨＳ 2013年6月1日(土)～3日(月) 

婦人部全体研修会 2013年7月8日(月) 

もより婦人研修会 2013年10月～11月 

世界祈祷日    2014年3月7日(金) 

【埼玉同宗連】 

研修会      2013年6月、9月 

【埼玉県宗教連盟】 

平和の祈り    2013年7月 

お知らせ・お願い 2013年2月8日(金)、午後7時より埼玉新生教会を

会場として、2013年度の埼玉地区の各委員会各部の活

動計画及び委員名簿の発表と行事日程の調整等を行な

う「地区総合協議会」が開催されました。 

2013年度の行事日程は、各委員会各部とも例年通り

の行事を予定していました。 

修養会は2年に一度の開催で、今年8月5日～7日

に開催されます。新年合同礼拝(2014年1月13日)は

三区合同の礼拝となります。ここ数年は聖学院教会(聖

学院大学チャペル)を会場にしていましたが、当日は聖

学院大学の学事暦の都合で使用出来ず、埼玉新生教会

を会場にします。 

予算関係では、2010年度と2011年度に地区負担金

を10パーセントずつ減らしていましたので、次年度繰

越金が減額したため、2013年度は出来るだけ支出を減

らした予算案になっています。このため、各委員会の

交付金も減額しています。 

地区への要望として、一部の委員会より新しい委員

の派遣を要請する声があります。これは、委員選出に

あたって引き受け手が少ない現実があります。今後、

常設委員会の任期制の見直しを検討する必要があるか

もしれません 

2013年度も主にある一致と連帯のもと、常に主のみ

言葉を聞き従いながら、福音の前進に仕える地区とな

れますようお祈りいたします。 報告：豊川昭夫(越谷)

2013年度の各委員会各部の主な行事予定と日程 

【地区委員会】 

新年合同礼拝     2014年1月13日(月・祝) 

地区総合協議会    2014年2月 

【伝道委員会】 

役員・伝道委員研修会 2013年7月14日(日) 

伝道と賛美の集い   2013年10月27日(日) 

【教育委員会】 

中・KKSキャンプ  2013年8月14日(水)～16日(金) 

【各個教会関係】 

 折りたたみ椅子をお譲りします  

・KOKUYO製 CF-M5N (黒) 30脚 

  座面広さ 46cm×50.5cm  

高さ 74cm (座面42.5cm) 24年使用 

・PLUS製 品番不明 (濃茶) 18脚 

   座面広さ 35.5cm×35.5cm  

高さ 75cm (座面39cm) 27年使用 

輸送手配、運賃は引取り側のご負担でお願いしま 

す。引取り希望脚数、引取り希望日時(3月16日 

以降)を明記の上、東所沢教会までご連絡下さい。

  ◎ＦＡＸ：04-2945-5169 

  ◎Ｅメール：ht_kyoukai@r7.dion.ne.jp  

【問い合わせ】指方周平(東所沢) ☎04-2495-5169 

 

 浦和別所教会「フリーマーケット出店者募集」の 

  ご案内 

日時 5月11日(土) 

会場  浦和別所教会駐車場 

  詳細 出店ブースは1区画2帖程度､出店料500円

     備品は長ﾃｰﾌﾞﾙ貸出可（その他応相談） 

  ▽出店ご希望の方は、お名前と教会名、ご連絡先 

   主な販売品（例：手作り品、家庭雑貨など）を 

書いて下記までメールをお送りください。 

3月20日〆切。 

◎Ｅメール：urawabessho.church@gmail.com 

【問い合わせ】浦和別所教会棕櫚の会 ☎048-861-4210

 

≪4月、5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。 

◎ＦＡＸ：048-979-1057 

◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

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 


