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来月の集会案内等 
 

お知らせ・お願い 

     12月の予定 
1月13日(月・祝) 新年合同礼拝 

  時間 午前10：30から 

  会場 埼玉新生教会 

  説教者 大津健一先生(アジア学院学長) 

  聖餐司式 【主】石川栄一牧師(北本) 

【副】藍田修牧師(鳩山) 

  ▽今回は１区～３区全体の合同礼拝で、埼玉地区 

委員会が主催します。万障お繰り合わせの上、

ご参加下さいますよう、宜しくお願い致します。 

  ★聖書は「新共同訳聖書」、讚美歌は「讚美歌21」 

   を使用します。当日用の冊子に聖書、讚美歌は 

印刷いたしますので、ご持参くださらなくて結 

構です。 

★子どもたちへのメッセージがあります。 

★礼拝後、成人式を迎えた青年を紹介し、地区委 

員長が祝福の祈りをいたします。 

 【問い合わせ】都築英夫(秩父) ☎0492-22-2431 

 

1月25日(土) 埼玉での伝道を考える懇談会 

  時間 午前10：30～午後0：30 

  会場 大宮教会 

  発題者 1区：中村眞牧師(埼玉新生) 

2区：野村忠規牧師(東松山) 

3区：竹内紹一郎牧師(深谷西島) 

  内容 発題によるシンポジウム 

 【問い合わせ】土橋誠(飯能) ☎042-972-2511 

 

1月27日(月) 三区合同教師会 

  時間 午前10：30～午後3：00 

  会場 東京聖書学校吉川教会 

  礼拝 深谷春男牧師(東京聖書学校吉川) 

  講師 秋山徹牧師(上尾合同) 

  会費 無し 

 【問い合わせ】佐々木佐余子(白岡) ☎048-794-6935 

【地区関係】 

「埼玉地区デー」献金のお願い 

  埼玉地区では毎年１月の成人の日に、埼玉地区新 

年合同礼拝を開催しております。特に、この日を 

「埼玉地区デー」と定めて地区の一致と連帯を推 

進してまいりました。この埼玉地区の活動とその 

一致と連帯を覚えて、「地区デー」献金をお献げ 

いただきたく、ここにお願い申し上げます。 

  なおご献金は、「地区デー」当日の新年合同礼拝 

  の際にお持ちいただいて、受付でお渡し下さい。 

  ご都合のつかない方は、下記の口座にお振込み下 

さい。振込みの場合は振替用紙に“地区デー献金” 

と明記してください。 

郵便振替口座 ００１３０－２－４１３１２７ 

   口 座 名  日本基督教団 埼玉地区 

 【問い合わせ】都築英夫(秩父) ☎0492-22-2431 

 

 ホームページ委員会からのお願い 

  埼玉地区のホームページには、埼玉地区60の教 

  会・伝道所の詳細ページがあります。この中に 

  集会案内が掲載されていますが、変更のある教会 

  はFAXまたはメールでお知らせください。 

    FAX:048-979-1057  

   メール: toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

  【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

 

 牧師夫人・女性教職の集いのご案内 

  日時 2月25日(火) 午前10：30～午後2：00 

  会場 北本教会 

  礼拝 三羽敦子師(和戸) 

  お話 石川栄一師(北本) 

  会費 1,000円 

  ▽ご希望の方は、交通費の半額補助があります。 

 【問い合わせ】舟生まゆみ(加須) ☎0480-65-3447 

 8日(日) 深谷西島教会・竹内成子伝道師就任式 

       深谷西島教会 3：00ｐｍ 

今月の集会案内等 

12月8日(日) 深谷西島教会・竹内成子伝道師就任式 

  時間 午後3：00から 

  会場 深谷西島教会 

  司式 秋山徹牧師（関東教区総会議長） 

  ▽新しく牧会伝道の聖務に加えられた竹内成子担 

任教師の就任を励まし、お祈りをもってお支え 

下さいますように。出欠締め切りは11月30日 

(土)までにお願いします。 

【問い合わせ】竹内紹一郎(深谷西島)  

☎048-575-2723 

教会・教師の動き 

○ 9月22日、本庄教会・木俣修牧師の就任式が行わ 

  れました。 

○ 10月、久美愛教会の代務者として中村眞牧師が就 

  任しました。 

○ 11月24日、白岡伝道所・佐々木佐余子牧師の就任 

式が行われました。 

○ 11月24日、久美愛教会の献堂式が行われました。 

○ 櫻井義也教師が心筋梗塞のため、11月1日から16

日まで入院されました。 

 

≪1月、2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 

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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  桶川伝道所「クリスマス・チャリティーチェロ・ 

  コンサート」のご案内  

日時 12月23日(月・祝) 午後1：00～2：30 

会場 桶川伝道所 

出演 黄原亮司氏(東京交響楽団首席チェリスト) 

     原実和子氏(ヴァイオリン) 

     下公子氏(ソプラノ、ヴァイオリン) 

チケット 大人1,100円(紅茶、ケーキ付)  

       こども600円(小学生以上) 

▽会堂メンテナンス費用の為のチャリティーコン 

サートです。地域の音楽家とのコラボレーショ 

ン、オペラ独唱、みんなで歌おう等あります。 

【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 

【一般関係】 

「埼玉県南クリスマス・コンサート」のご案内  

日時 12月2日(月) 午後7：00～8：45 

会場 川口リリア音楽ホール(川口駅西口すぐ） 

ゲスト ソン・ソルナム氏（フルート演奏） 

説教 浅野誠牧師(けやき通り教会) 

▽ＮＨＫ韓流ドラマ「イ・サン」の挿入歌で知ら 

れるソン・ソルナムさん。日本国際飢餓対策帰 

国親善大使。 

▽入場無料 

主催 埼玉県南クリスマスの夕べ実行委員会 

【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036 

 

 さいたま市民クリスマスのご案内 

  日時 12月6日(金) 午後7：00から 

  会場 さいたま市民会館おおみや大ホール 

  テーマ 「いのちを見つめて 

～支えること、寄り添うこと～」 

  講師  柏木哲夫氏(金城学院学院長) 

    音楽 Meg＆Koji with Gospel praise mass choir 

  入場料 500円 

  【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

  狭山・入間市民クリスマスのご案内  

日時 12月6日(金) 午後7：00～8：50 

会場 狭山市市民会館 

コンサート 岩渕まこと・由美子夫妻 

入場料 大人500円、子ども100円(高校生以下) 

【問い合わせ】栗原清(武蔵豊岡) ☎04-2965-4348 

 

 川越市民クリスマスのご案内  

日時 12月13日(金) 午後7：00～8：30 

会場 川越市民会館 

内容 オペラ「アマールと夜の訪問者」 

     メッセージ、こどもたちのクリスマス・キ 

ャロル 

▽今年で39回続いているクリスマスの集い「チャ 

リティー・クリスマス」です。ホール入り口で 

はクリスマスグッズの販売もあります。 

【問い合わせ】町田さとみ(初雁) ☎049-224-7594 

報 告 

【各集会参加者数】 

・埼玉地区災害対応「講演会」(9／7) 24名・13教会 

・第19回アーモンドの会 (9／23) 128名・28教会 

・伝道と賛美の集い (10／12)    52名・12教会 

・秋の中学生・KKSフェスタ (10／14)24名・10教会 

・秋の教会音楽講習会 (10／26)   29名・7教会 

・壮年部研修会    (11／17)   39名・12教会 

・ 寄り婦人研修会 (ブロックの後ろは会場教会) 

 1ブロック 埼大通り (9／30)   39名・6教会 

 2ブロック 聖学院 (10／7)    52名・7教会 

 3ブロック  東京聖書学校吉川 (10／28) 

55名・9教会 

 4ブロック 桶川 (11／16)    22名・6教会 

 5ブロック 越生 (10／8)     39名・7教会 

 6ブロック 三芳 (10／28)    48名・8教会 

 7ブロック 熊谷 (11／9)     28名・4教会 

※CSせいと大会(11／4)は雨のため中止となりました 

お知らせ・お願い 
【各個教会関係】 

 東大宮教会「クリスマス・コンサート」のご案内  

日時 12月8日(日) 午後2：00～4：00 

会場 東大宮教会 

出演 ステパニュック・オクサーナ(ウクライナ・

バンドゥーラ奏者) 

曲目 うぐいす、ウクライナの歌「月」 

▽ウクライナの歌姫です。ぜひおいで下さい。 

参加無料。 

【問い合わせ】山ノ下恭二(東大宮) ☎048-684-5323 

 

 本庄旭教会「ＣＤレコードによるコンサート」の 

   ご案内  

日時 12月15日（日） 午後2：00～4：00 

会場 本庄旭教会 

内容 ヘンデル「メサイヤ」 シカゴ交響楽団、

ショルティ指揮 

【問い合わせ】木俣修(本庄旭) ☎0495-24-0348 

 

 桶川伝道所「クリスマス賛美礼拝」のご案内  

日時 12月15日(日) 午前10：15から 

会場 桶川伝道所 

内容 チェロ、ピアノ、ヴァイオリン、声楽 

食事 300円 

【問い合わせ】高橋悦子 ☎048-787-5921 

 

≪月報をメールで受け取れます≫ 

ご希望の方は、お名前と教会名そして「月報希望」と

書いて下記のメールまで送信してください。 

【申し込み＆問い合わせ先】iwasa@bb.mbn.or.jp 

岩佐浩一(上尾合同) 

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 


