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今月の集会案内等 
 

来月の集会案内等 

     1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) ☎0494-22-2431 

 

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 

2月11日(火) 信教の自由と平和を求める2・11集会 

  時間 午前10：00から 

  会場 大宮教会 

  講師 小海基牧師(荻窪教会) 

  演題 「本当の民主主義とは」 

     - 憲法改悪にあたって、市民、キリスト者

に問われるもの - 

  会費 500円 

  主催 社会委員会 

 【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039 

 

2月16日(日) 壮年部総会  

  時間 午後2：30から 

  会場 未定 

  議案 活動報告、決算報告、活動計画、予算案等 

  ▽各教会の壮年の皆様、ぜひご出席ください。 

 【問い合わせ】松下充孝(大宮) ☎048-652-0543 

お知らせ・お願い 

【地区関係】 

 地区総合協議会のご案内 

  各委員会・各部等の代表者の方、下記の件で協議 

  しますので、よろしくご参加ください。 

  日時 2月7日(金) 午後7：00から 

  会場 大宮教会 

  内容 各委員会・各部等の次年度の委員編成、計 

     画と日程、委員会日程、予算等を協議調整。 

▽各代表者の方は、当日必ず次年度の委員構成、 

   委員会日程、行事日程を25部ご提出ください。 

   常設委員会は、委員の任期(例：2期1年目)を 

必ず明記して下さい。 

  ※夕食はありませんので各自済ませて来てくだ 

   さい。 

【問い合わせ】都築英夫(秩父) ☎0494-22-2431 

 8日(水) 婦人部委員会 

       大宮教会 10：00ａｍ 

12日(日) 社会委員会 

       川口教会 3：00ｐｍ 

13日(月) 新年合同礼拝 

       埼玉新生教会 10：30ａｍ 

15日(水) 教育委員会 

       狭山教会 6：30ｐｍ 

19日(日) 壮年部委員会 

       上尾合同教会 2：30ｐｍ 

20日(月) 伝道委員会 

       埼玉新生教会 6：30ｐｍ 

21日(火) 地区委員会 

       大宮教会 5：00ｐｍ 

22日(水) 教会音楽委員会 

       大宮教会 1：30ｐｍ 

25日(土) 埼玉での伝道を考える懇談会 

       大宮教会 10：30ａｍ 

26日(日) ホームページ委員会 

       西川口教会 4：00ｐｍ 

27日(月) 三区合同教師会 

       東京聖書学校吉川教会 10：30ａｍ 

27日(月)～28日(火) アーモンドの会委員自主研修 

       軽井沢・すずかる荘 

28日(火) 災害対応委員会 

       埼玉新生教会 5：00ｐｍ 

 

≪2月、3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。 

◎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 



埼玉地区月報  No.205 (裏面) 
  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 

 

【各個教会関係】 

 埼玉新生教会「初笑いしんせい寄席」のご案内  

日時 1月18日(土) 午後2：00～4：30 

会場 埼玉新生教会 

出演 古琴亭志ん軽さん(代々木上原教会会員) 

       落語「福音噺」 

     神田ナザレさん(駒澤教会牧師) 

「聖書講談」 

     マゴス栗原さん  

「マジック」 

▽入場無料、駐車場あります。 

【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

 

 神愛ホームチャリティーバザーのご案内とお願い  

日時 2月16日(日) 午後1：00～3：30 

会場 毛呂山町福祉会館 ウィズもろやま 

       (入間郡毛呂山町岩井西5-16-1) 

目的 児童養護施設神愛ホームとそこで暮らす子 

どもたちを支援します。 

◇バザーにお出かけ下さい。 

◇バザー用品提供をお願いします。 

◇ご協力頂ける方を求めています。前日の搬入、 

当日のバザースタッフ。 

◇連絡先 神愛ホーム ℡049-294-0040 

     (入間郡毛呂山町大谷木214-1) 

共催：神愛ホーム／後援会 支援：毛呂教会 

【問い合わせ】小室洋一郎(毛呂) ☎049-294-8151 

  桶川伝道所「こどもとおとなの賛美礼拝」のご案内 

  日時 1月19日(日) 午前10：30～午後1：25 

  会場 桶川伝道所 

  お話 藍田修牧師(鳩山) 

  奏楽 下公子トリオ他 

  ▽午後は新春コンサート、演奏：ヴァイオリン、

チェロ、ピアノ、ギター、ソプラノ独唱 

   入場無料、昼食300円 

  【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 

 埼玉新生教会「特別講演会」のご案内 

日時 2月1日(土) 午後2：00～4：30 

会場 埼玉新生教会 

講演 山下智子先生 

(「新島八重ものがたり」の著者) 

▽入場無料、駐車場あります。 

【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

 

【一般関係】 

 きぼうのダイヤル埼玉「2014年度相談員養成研修 

  募集」のお知らせ  

【2014年度相談員養成研修募集要項】 

受講申込受付 2014年1月～2014年3月末日 

研修開始 2014年4月 

講費用 5万円（希望する方には「きぼうのダイ 

ヤル・埼玉を支援する会」から援助があります。） 

▽募集要項の問い合せ(ＦＡＸにて)049-226-5153 

ＨＰ http://kibounodaiyaru.web.fc2.com/ 

【問い合わせ】田坂邦彦(越谷) ☎048-962-7883 

教会・教師の動き 

○ 11月30日(土)、東京聖書学校吉川教会・坪内時 

雄教師が、関東教区秋季按手礼式で、按手を受け 

ました。 

○ 12月8日(日)、深谷西島教会・竹内成子伝道師の 

就任式が行われました。 

お知らせ・お願い 
【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) ☎0494-22-2431 

 

 地区会計からのお願い 

  2013年度の地区分担金を未納の教会は、速やかに 

  納めて下さいますようお願いいたします。 

 【問い合わせ】結城恭子(大宮) ☎048-645-7039 

 

 寄り1区教師会のご案内  

日時 2月3日(月） 午前10：30～午後1：00 

会場 西川口教会 

内容 ①礼拝 金田佐久子教師（西川口） 

     ②発題 坪内時雄教師（東京聖書学校吉川） 

          「パウロ伝道の一考察」 

▽前回11月に予定されておりました 寄り教師会 

は中止になりましたので改めて開催致します。 

【問い合わせ】佐々木佐余子(白岡) 

               ☎048-794-6935 

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 


