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今月の集会案内等 
  最寄り3区教師会のご案内  

日時 5月7日(火) 午前10：30から 

会場 本庄教会 

内容 ①礼拝 飯野敏明教師(本庄) 

     ②発題 櫻井義也教師(北川辺) 

会費 昼食代1,000円 (午前の部のみ300円) 

▽出欠は、4日位前までに飯野教師までハガキか 

ファックスにてお願いします。 

FAX：0495-22-2908 

【問い合わせ】法亢聖親(深谷) ☎048-598-3490 

 

【各個教会関係】 

 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 

 

 毛呂教会「創立120周年記念礼拝&コンサート」の 

ご案内  

日時 5月12日(日)  

会場 毛呂教会 

①記念礼拝 関田寛雄牧師 午前10：30から 

②記念コンサート 歌とトーク 午後3：00開演 

        沢知恵(シンガーソングライター) 

▽入場無料、希望者はFAX又は葉書でお申込み下 

さい。 FAX：049-294-3444 

    住所：入間郡毛呂山町毛呂本郷1507 

【問い合わせ】毛呂教会 ☎049-294-3444 

 

≪5月、6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 

     4月の予定 
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 

来月の集会案内等 

5月25日(土) 春の教会音楽講習会 

  時間 午後1：30から 

  会場 大宮教会 

  講師 荒瀬牧彦牧師 

(カンバーランド長老教会めぐみ教会) 

  内容 賛美歌の歴史、歌う目的を踏まえて現代の

     賛美歌を紹介して頂く。 

  参加費 500円 

【問い合わせ】吉田みち子(埼玉新生) 

                ☎048-853-5867 

お知らせ・お願い 

【地区関係】 

 最寄り1区教師会のご案内  

日時 4月15日（月） 午前10：30～午後1：00

会場 東京聖書学校吉川教会   

内容 ①礼拝 深谷春男教師(東京聖書学校吉川)

     ②発題 秋山徹教師(上尾合同) 

          「世界の教会に開かれた教会」

     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

▽出欠につきましては東京聖書学校吉川教会・ 

坪内時雄教師まで、FAX048-982-5094または 

電話048-982-7616で4月8日(金)までに、ご連

絡下さいますようお願い致します。 

【問い合わせ】坪内時雄（東京聖書学校吉川）  

                ☎048-982-7616 

 3日(水) 教会音楽委員会 

       大宮教会 1：30ｐｍ 

 8日(月) 教師委員会 

       大宮教会 11：00ａｍ 

 8日(月) 伝道委員会 

       大宮教会 6：30ｐｍ 

 9日(火) 教会全体修養会委員会 

       聖学院教会 3：30ｐｍ 

12日(金) 教育委員会 

       狭山教会 6：30ｐｍ 

21日(日) ホームページ委員会 

       西川口教会 4：00ｐｍ 

アーモンドの会委員会 

       埼玉和光教会 4：00ｐｍ 

23日(火) 婦人部総会 

       大宮教会 10：00ａｍ 

29日(月) 社会委員会 

       川口教会 11：00ａｍ 

教会・教師の動き 

○ 元安行教会主任担任教師・隠退教師の杉原助先生

(85歳)が2月25日(月)に逝去されました。 

○ 国際愛伝道所が埼玉地区の60番目の教会・伝道所

として4月に開設されます。 

開設者：許昌範牧師。住所：埼玉県さいたま市北区

盆栽町527-5大和田第一ビル202号、301号 

☎048-667-9090 

 

≪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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  日本基督教団伝道推進室発足記念全国大会ご案内 

日時 3月31日(日) 午後6：00～9：00(受付5時)

会場 銀座教会 

内容 礼拝 説教：小島誠志牧師(元教団議長) 

     挨拶 石橋秀雄牧師(伝道推進室室長) 

     祝辞 山北宣久牧師(元教団議長) 

     讃美歌奉唱：東京神学大学コーラス部 

     伝道講演 講師：近藤勝彦先生 

(東京神学大学学長) 

  ▽銀座教会の夕礼拝と合同で行われます。 

「伝道推進室」その名の示す通り、福音が活き

活きと伝えられ、伝道が力強く進められること

を願いとして設置されました。その発足を記念

する全国大会です。 

【問い合わせ】鈴木功男(東京信徒会) ☎044-969-2024

報告：地区総会 

3月20日(水)、上尾合同教会を会場として、2013年

度の埼玉地区総会が開催されました(午前9時30分よ

り3時30分まで)。 

 開会礼拝は、3月末で小川教会を辞任される長尾邦

弘牧師が務めました。議長は土橋誠牧師(飯能・地区委

員長)が務めました。出席者は開会時点で正議員134名

のうち95名。 

 

(1)地区委員長選挙  

土橋誠牧師が過半数を獲得し地区委員長に再選されま

した。 

 

(2)地区委員選挙 (半数改選) 

教師 布村伸一(熊谷・再)、山岡創(坂戸いずみ・新)、

野村忠規(東松山・新) 

信徒 豊川昭夫(越谷・再)、後藤龍男(和戸・新) 

留任は教職：金田佐久子(西川口)、都築英夫(秩父)、

山田称子(浦和別所)、信徒：小岩晃(上尾合同)、結城

恭子(大宮) 

 なお、教師・中村眞(埼玉新生)、山ノ下恭二(東大宮)、

信徒・三井田忠昭(岩槻)は2期4年を満了した。 

 

(3)2013年度の宣教活動計画 

【主題について】 

主題 「主にある交わりを深めよう」 

聖句 「愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛

は神から出るもので、愛する者は皆、神から生まれ、

神を知っているからです」 

 (ヨハネの手紙第一 4章7節)  

 

【活動について】 
①各委員会、各部の働きを推し進め、支援いたします。 

②地区は、各個教会・伝道所と共に悩みや喜びを分か

ち合います。 

③「教会全体修養会」、埼玉地区｢新年合同礼拝」を行

います。 

 

(4)2013年度地区一般会計予算 

一般会計は、収入総額を昨年度と同額にする。そのた

め、伝道会計より50万円を一般会計に繰り入れる。ま

た分担金を 20 万円増額する。支出でも全体的に減額

し、特に各委員会費は5パーセント程減額する。 

 

 委員長報告の中にもありましたが、昨年度は、残念

ながら地区内の教師と隠退教師が4 人もお亡くなりに

なり悲しみを覚えました。一方で、初雁教会と北本教

会が献堂式をあげ、とても喜ばしいこともありました。

また、4月には埼玉地区の60番目の教会として国際愛

伝道所が開設される予定です。更に、地区内にある 2

つの集会所でも伝道所になることを希望して伝道に励

んでいることも知らされました。 

 本年度も、どのような状況の中でも主にある一致と

連帯のもとに、埼玉地区60教会・伝道所が共に力強く

歩む地区となれますよう祈ります。(報告：豊川昭夫) 

 (埼玉地区ホームページより抜粋) 

お知らせ・お願い 
【各個教会関係】 

 埼玉中国語礼拝伝道所「伝道所開始15周年記念 

  礼拝」のご案内  

日時 5月26日(日) 午後3：00から 

会場 上尾合同教会 

1部 礼拝説教 秋山徹牧師(関東教区総会議長) 

2部 講演会 陳央仁医師 

(竜ヶ崎済生会病院産婦人科) 

     主題「一度だけの生命をよりよく元気に輝い

て生きるため、更年期の症状を認識しよう」

     ピアノ演奏 康路加姉 

      (東京音楽大学ピアノ演奏家コース卒業) 

▽心から皆様をお誘い致します。 

【問い合わせ】李秀雲(埼玉中国語礼拝)  

☎048-591-1659 

【一般関係】 

 緊急研修会「教会幼稚園・保育園の将来を考える」

  のご案内  

日時 4月2日(火) 午前11：00～午後5：00 

会場 教団４階会議室 

主題 幼保一体化に向けての「子ども子育て新シ 

ステム」 

講師 岡村宣氏(矢吹教会牧師） 

(全国認定こども園教会理事） 

      鈴木信行氏(教団信徒、聖愛幼稚園理事長）

対象 牧師、幼保園長・設置者、幼稚園教諭、 

保育士、教会役員他 

参加費 3,000円 

参加申込 教団事務局あてＦＡＸで申込み 

締切 3月30日 

ＦＡＸ番号：03-3207-3918（教団事務局） 

主催：日本基督教団伝道委員会・伝道推進室 

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 


