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今月の集会案内等 
 

来月の集会案内等 

     7月の予定 
7月8日(月) 婦人部全体研修会 

  時間 午前10：00～午後2：30 

  会場 大宮教会 

  開会礼拝 三羽敦子伝道師(和戸) 

      「キリストの言葉を豊かに宿らせ」 

講師 左近豊准教授 

(聖学院大学人間福祉学科チャプレン) 

講演主題 「旧約聖書の祈りに学ぶ」 

【問い合わせ】中松聖美(武蔵豊岡) ☎04-2963-6601

 

7月14日(日) 役員・伝道委員研修会 

  時間 午後3：00～5：00 

  会場 埼玉新生教会 

  テーマ 「現代の伝道  

－ 教会におけるケアーの意味 － 」 

講師 佐々木炎牧師 

(日本聖契キリスト教団中原キリスト教会)

(NPOホッとスペース中原代表) 

  ▽講演会の後、分団に分かれて、話し合いと交わ

りの時を持ちます。駐車場あります。 

【問い合わせ】東海林昭雄(埼大通り) ☎048-852-2735

 

7月14日(日) 鴻巣教会・川染三郎牧師就任式 

  時間 午後3：00 

  会場 鴻巣教会 

  司式 秋山徹牧師(関東教区総会議長) 

  【問い合わせ】川染三郎(鴻巣) ☎048-541-0643 

 

7月28日(日) 毛呂教会・澁谷弘祐牧師、 

澁谷実季伝道師就任式

  時間 午後3：00 

  会場 毛呂教会 

  司式 秋山徹牧師(関東教区総会議長) 

  【問い合わせ】澁谷弘祐(毛呂) ☎049-294-3444 

8月5日(月)～7日(水) 教会全体修養会 

  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) 

  参加費 大人21,000円  高校生10,000円 

    中学生5,000円 こども(3歳以上)3,000円 

  定員 100人。お早めにお申し込み下さい。 

  締切 7月8日(月) 

  ▽教会毎にまとめてお申し込み下さい。 

 【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036 

 

8月14日(水)～16日(金) 中学生・ＫＫＳキャンプ 

  会場 ロッジ遊山(妙高高原) 

  講師 長倉望牧師(新潟教会) 

  参加費 15,000円 

  申込先 渋谷実季(毛呂) FAX 049-294-3444  

Eメール： natto3003@yahoo.co.jp 

  ※参加者の氏名、性別、学年、生年月日、住所の 

   記入を忘れずに。 

  締切 7月29日(月) 

  ▽詳細は、各教会伝道所に案内を郵送します。 

【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330 

 

8月14日(水)～16日(金) 青年部キャンプ 

  会場 ロッジ遊山(妙高高原) 

  参加費 15,000円 

  申込先 saitama.christian.youth@gmail.com 

  ▽上記の中学生・ＫＫＳキャンプと同じ日程、会 

場で行います。プログラムを共有しつつ、青年 

だけの分かち合いの時間など、一部独自のプロ 

グラムで行います。 

【問い合わせ】山岡結(坂戸いずみ) ☎049-283-0330 

 8日(月) 婦人部全体研修会・婦人部委員会 

       大宮教会 10：00ａｍ・2：30ｐｍ 

 8日(月)～9日(火) 教師一泊研修会 

       別所沼会館ヘリテイジ浦和 

 9日(火) 地区委員会 

       大宮教会 5：00ｐｍ 

14日(日) 役員・伝道委員研修会 

       埼玉新生教会 3：00ｐｍ 

     鴻巣教会・川染三郎牧師就任式 

       鴻巣教会 3：00ｐｍ 

16日(火) 教会全体修養会委員会 

       埼玉新生教会 10：00ａｍ 

     最寄り3区教師会 

       加須教会 1：30ｐｍ 

21日(日) 壮年部委員会 

       西川口教会 2：30ｐｍ 

23日(火) 災害対応委員会 

       埼玉新生教会 5：00ｐｍ 

24日(水) 教育委員会 

       狭山教会 6：30ｐｍ 

28日(日) 澁谷弘祐牧師・澁谷実季伝道師就任式 

       毛呂教会 3：00ｐｍ 

今月の集会案内等 

7月8日(月)～9日(火) 教師一泊研修会 

  会場 別所沼会館ヘリテイジ浦和 

  主題 「旧約聖書から今日の教会が聴くべきこと」

      － 知恵文学に学ぶ － 

  講師 小友聡先生(東京神学大学教授) 

  費用 全出席 5,000円、部分参加 3,000円 

     講演のみ 1,000円 

  【問い合わせ】西海満希子(越生) ☎049-292-7447 

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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  大宮教会「ゴスペルライブ」のご案内  

日時 7月28日(日) 午後2：30～3：30 

会場 大宮教会 

出演 Kamicoco(かみここ） 

       （神戸生まれの女性ゴスペルユニット）

▽入場無料(自由献金あり)、どなたでもおいでく

ださい。 

【問い合わせ】大宮教会 ☎048-641-6148 

 

 加須教会「特別伝道集会」のご案内  

日時 7月28日(日) 午後1：00～2：00 

会場 加須教会 

内容 証し「聖書との出会い」 

証しする人 奈良栄一郎氏(上尾合同教会員) 

《奈良氏プロフィール》 

2009年 株式会社キリスト教書店ハンナ設立・ 

代表取締役 埼玉県障害者ボッチャ協会理事 

【問い合わせ】舟生康雄(加須) ☎0480-65-3447 

 

【地区関係】 

 最寄り3区教師会のご案内  

日時 7月16日(火) 午後1：30から 

会場 加須教会 

内容 ①礼拝 舟生康夫教師(加須) 

     ②発題 藤崎信教師(隠退教師)  

会費 300円 

▽出欠は4日位前までに舟生教師までハガキか 

ＦＡＸにてお願いします。FAX：0480-65-3447 

【問い合わせ】法亢聖親(深谷) ☎048-598-3490 

 

【一般関係】 

 埼玉県宗教連盟主催「平和の祈り」のご案内  

日時 7月12日(金) 午後1：00から 

会場 カトリック川越教会 ℡049-222-2289 

内容 加盟各宗派が平和のために祈ります 

【問い合わせ】飯野敏明(本庄) ☎0495-22-2908 

  東北ヘルプ顧問・長嶋清さんからのお願い 

どうぞ貴教会で東北ヘルプの活動について、また 

被災地の状況について話す機会を与えて下さい。 

・長嶋清(東北ヘルプ顧問、アジア学院顧問、 

西那須野教会員） 

・東北ヘルプ(仙台キリスト教連合被災支援ネット

ワーク） 仙台のキリスト教会館・エマオに事務

所があり、現在、一般財団法人からNPO法人の 

設立を目指しています。 

  ・紹介 山岡創(坂戸いずみ) 

    【問い合わせ】長嶋清 ☎0287-37-8554 

教会・教師の動き 

○ 6月13日、埼玉中国語礼拝伝道所主任担任教師・

久美愛教会代務主任教師の李秀雲牧師(56歳)が 

逝去されました。6月15日にご親族と中国語礼拝

伝道所の信徒により密葬が行われ、6月22日、上

尾合同教会で葬送式が行われました。 

○ 6月23日、国際愛伝道所・開設式及び許昌範牧師 

就任式が行われました。 

報 告 

【各集会参加者数】 

・春の教会音楽講習会 (5／25)  39名・12教会 

・第12回ＩＴ祭り (6／16)    31名・11教会 

報告：第63回関東教区総会 

【教区総会議長】秋山徹(上尾合同) 
【教区総会副議長】熊江秀一(新津) 
【教区総会書記】栗原清(武蔵豊岡) 
【宣教部委員長】飯塚拓也(竜ヶ崎) 
【常置委員教師】東野尚志(聖学院) 島田進(日立) 

小池正造(東新潟) 村田元(原市) 疋田國磨呂(大宮) 
【常置委員信徒】川田光江(越谷) 佐久間文雄(志木) 

 和田献一(氏家) 國吉常喜與(宇都宮上町) 

滝川英子(七里)  

来月の集会案内等 
8月15日(木) 平和を求める8・15集会 

  時間 午前10：00～12：00 

  会場 埼玉和光教会 

  演題「平和を作り出す人たち」 

  講師 近藤紘子氏(兵庫・三木志染教会牧師夫人) 

        (原爆廃止国際運動家 － 被爆者) 

  会費 500円 

  ▽午後0：10～0：50、講師を囲んで懇親会 

  【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039 

お知らせ・お願い 

【各個教会関係】 

 ヒムプレーヤーをお譲りください  

ヒムプレーヤー(讃美歌自動演奏機)、ご不用のも

のがありましたら格安でお譲り下さい(Ⅰ編、Ⅱ編

の入っているもの)。 

出来ましたら月賦でお願いします。 

礼拝・家庭集会・外部での葬儀に必要です。 

【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 

 北川辺伝道所「電話番号」変更のお知らせ  

北川辺伝道所の固定電話とＦＡＸを使用停止にし

ました。新しい連絡先は下記の通りです。 

電話＆ＦＡＸ 048-524-4914（櫻井義也牧師宅） 

 

 埼大通り教会「ミニ・チャペルコンサート」の案内 

日時 7月14日(日) 午後1：00～2：30 

会場 埼大通り教会  

出演 岡崎裕子(オカリナ)、佐々木真代(ピアノ) 

   大束晋(パンフルート) 

▽入場無料    

【問い合わせ】東海林昭雄(埼大通り) ☎048-852-2735

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 


