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今月の集会案内等 
 

今月の集会案内等 

     5月の予定 
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

来月の集会案内等 

6月16日(日) 第12回 ＩＴ祭り 
時間 午後3：00～5：00 

会場 埼玉新生教会 

講演 「メディア伝道の可能性を探る(パート3)」

講師 北上菜穂子氏(日本CGNTV契約スタッフ）
内容 衛星放送及びインターネットＴＶ現状 

(日本CGNTVの紹介)、礼拝で映像を利用
しているケースの紹介等 

  ▽講演の他に、埼玉地区でホームページを開設し

   ている教会の現状を報告して頂く予定です。 

   ホームページを開設している教会の担当者は 

   ぜひ出席して下さるようお願い致します。 

▽フリーマーケットも同時開催します。 

フリーマーケットの申込締切は6月9日(日)。

  ※駐車場の用意あります。 

【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379

 

6月30日(日) 沖縄問題講演会 

  時間 午後3：00から 

  会場 埼玉和光教会 

  講師 上地武牧師(大正めぐみ教会) 

  主催 社会委員会 

  【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039 

【地区関係】 

 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 

 

 最寄り2区教師会のご案内  

日時 5月21日(火) 午前10：30 

会場 鳩山伝道所 

内容 ①礼拝 藍田修教師（鳩山） 

     ②発題 森淑子教師（狭山） 

     ③新任教師歓迎昼食会 

      昼食 手作り愛情弁当の用意あり 

▽出欠は、5日位前までに野村教師まで、ＦＡＸ 

でお願いします。 FAX：0493-22-0985 

   （メールも可、mogura0623@yahoo.co.jp） 

▽新任教師の歓迎会をかねて行います。 

【問い合わせ】野村忠規(東松山) ☎0493-22-0985 

 
 地区月報受取部数変更に関してのお知らせ 
  現在、地区月報は各教会・伝道所に、展示用1枚 
  と教職・役員人数分を送っていますが、受取部数 
  の変更をされる場合は下記まで、ＦＡＸまたは 
メールで教会名と希望部数を書いて送ってくだ 
さい。 

  ・ＦＡＸ：048-979-1057 
  ・Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 
 【問い合わせ】豊川昭夫(越谷) ☎048-979-4380 

 7日(火) 最寄り3区教師会 

       本庄教会 10：30ａｍ 

14日(火) 地区委員会 

       大宮教会 5：00ｐｍ 

19日(日) 壮年部委員会 

       越谷教会 2：30ｐｍ 

20日(月) 教師委員会 

       大宮教会 11：00ａｍ 

伝道委員会 

       大宮教会6：30ｐｍ 

21日(火) 最寄り2区教師会 

       鳩山伝道所 10：30ａｍ 

25日(土) 春の教会音楽講習会 

       大宮教会 1：30ｐｍ 

【関東教区の主な予定】 

28日(火)～29日(水) 教区総会 

       大宮ソニックシティー 

教会・教師の動き 

○ 埼玉地区の60番目の教会・伝道所として開設され

ました国際愛伝道所(開設者：許昌範牧師)の住所は

先月号でお知らせした所から下記の所に変更とな

りました。 

住所：〒331-0802 さいたま市北区本郷町205 

           むさしパンビル2階 

☎048-778-9937 

○ 4月3日(水)、東京聖書学校吉川教会の増改築竣工

式が行われました。 

○ 4月、小川教会・末 永廣(すえ はるひろ)牧師が 

就任しました。 

○ 4月、毛呂教会・澁谷 弘祐(しぶや ひろすけ)牧師、

澁谷 実季(しぶや みき)伝道師が就任しました。 

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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  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 

 

 日野原記念上尾栄光教会創立50周年記念「特別伝

  道礼拝」のご案内  

日時 6月2日(日) 午前10：30から 

会場 日野原記念上尾栄光教会  

説教者 日野原重明先生(聖路加国際病院理事長) 

説教題 「試練にどう耐え、 

どう希望を持って生きるか」 

▽どなたでも歓迎です。 

【問い合わせ】松村洋子(日野原記念上尾栄光) 

☎048-666-6687 

 

 聖学院教会「愛と癒しのコンサート」のご案内 

  日時 6月9日(日) 午後1：00～2：30 

  会場 聖学院教会礼拝堂（聖学院大学チャペル）

  出演 山本千晶（ソプラノ）、水野ゆみ（ピアノ）、

     黄原亮司（チェロ） 

  ▽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）

   の運行はありません。 

 【問い合わせ】東野尚志(聖学院）☎048-781-2829 

 ☺ 越谷教会第5回他教会訪問ツアー 
  日時 6月15日(土) 午前10：00から 

  訪問先 安行教会 

  ▽今年は歴史的に越谷教会と深い繋がりのある安 

行教会(田中かおる牧師)を訪問します。お祈り 

の内にお覚え頂ければ幸いです。 

なお、安行教会訪問後は植木の産地「安行観光」 

をします。 

  【問い合わせ】越谷教会伝道牧会委員会 

          ☎048-962-2743 

 

 初雁教会創立81周年記念伝道礼拝のご案内  

日時 6月16日(日) 午前10：30～12：00 

会場 初雁教会 

説教者 伊奈聡牧師(喬木教会) 

▽入場無料 

【問い合わせ】町田さとみ(初雁) ☎049-224-7594 

 

【関東教区関係】 

 関東教区教会婦人会連合第39回総会・修養会の 

 ご案内  

日時 6月3日(月)～4日(火) 

会場 湯沢東映ホテル(新潟県湯沢町） 

講師 石丸昌彦先生医学博士 

(精神科医・放送大学教授)  

      (キリスト教メンタルケアセンター理事) 

【問い合わせ】後藤紀子(和戸) ☎0480-22-2424 

 

【一般関係】 

「埼玉同宗連」研修会のご案内 

  日時 6月6日(木) 午後1：30から 

  会場 埼佛会館 ☎048-861-2138 

  講演 「狭山事件50年の軌跡とこれから」 

  講師 小野寺一規氏 

(部落解放同盟埼玉県連合会書記長) 

  【問い合わせ】飯野敏明(本庄) ☎0495-22-2785 

お知らせ・お願い 
【各個教会関係】 

 久美愛教会「新会堂」に関するお知らせ 

  新会堂の定礎式礼拝を4月11日(木)に行いまし 

  た。8月末に完成する予定です。 

  どうぞお祈りくださいませ。 

      (久美愛教会 役員会より) 

 

 浦和別所教会「フリーマーケットとゴスペルコンサ

ート」のご案内  

日時 5月11日(土) 午前11：00～午後3：00 

会場 浦和別所教会駐車場 

▽ゴスペルコンサートは11時～、12時半～、 

14時～の３ステージ（各20分）行います。 

※雨天時は、ゴスペルコンサートとミニフリーマ 

ーケットを教会内で行います。 

  ～みな様のご来場お待ちしております！～ 

【問い合わせ】浦和別所教会棕櫚の会 ☎048-861-4210

 

 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 
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