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来月の集会案内等 
  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 

 

 地区総会報告書提出のお願い 

各委員会・各部等の代表者の方は、地区総会に向 

  けて年度報告をご提出ください。 

書式：Ａ4、余白(上下左右20ミリ)、40行、 

    1行／45字、10.5ポイント 明朝、 

  タイトルは 16ポイント ゴシック 

  提出期限 2月13日(木) 

  ▽地区書記・都築英夫までご提出ください。 

提出はメールのみの提出となります。報告書を 

メールで添付してください。なお、必ず一度 

プリントアウトして間違いがないか確認して 

からご提出ください。宜しくお願いします。 

   Ｅ-mail：uccjchka@chichibu.ne.jp 

【問い合わせ】都築英夫(秩父) ☎0494-22-2431 

報 告 

【各集会参加者数】 

・新年合同礼拝 (1／13)  303名・58教会 

            (席上献金は228,088円) 

・CS教師研修会は、埼玉での伝道を考える懇談会が 

 1月25日に開催される為、今年度は開催しません。 

☃     2月の予定 
3月7日(金) 世界祈祷日  (婦人部活動) 

  時間 午前10：30から （受付 10：00） 

  会場 1区：大宮教会 （事務：埼大通り） 

     2区：所沢みくに教会 

     3区：カトリック熊谷教会 （事務：熊谷） 

  主催 NCC日本キリスト教協議会(女性委員会) 

  ▽イエス・キリストの十字架の時を覚えて、3月 

   の最初の金曜日に定められたこの日を大切に 

して、すべての人々のために平和を願い、世界 

の姉妹兄弟と共に礼拝を捧げましょう。 

  【問い合わせ】中松聖美(武蔵豊岡) ☎04-2963-6601 

 

3月21日(金・祝) 地区総会 

  時間 午前9：30～午後3：30 

  会場 東京聖書学校吉川教会 

  内容 地区委員選挙、各部各委員会報告 

     予算決算、地区宣教活動計画等 

  ▽教会の信徒議員を各教会・伝道所の役員会で 

   選任しておいて下さい。 

  ▽原則、車での来場禁止です。車で来場する場合 

は吉川駅周辺の有料駐車場をご利用下さい。 

 【問い合わせ】都築英夫(秩父) ☎0494-22-2431 

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 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最寄り教師 

 会は中止になりましたので改めて開催します。 

【問い合わせ】佐々木佐余子(白岡) ☎048-794-6935 

 3日(月) 最寄り1区教師会 

       西川口教会 10：30ａｍ 

教師委員会 

       大宮教会 2：00ｐｍ 

 7日(金) 地区総合協議会 

       大宮教会 7：00ｐｍ 

11日(火) 信教の自由と平和を求める2・11集会 

       大宮教会 10：00ａｍ 

14日(金) 地区委員会 

       大宮教会 5：00ｐｍ 

16日(日) 壮年部総会 

       大宮教会 2：30ｐｍ 

25日(火) 牧師夫人・女性教職の集い 

       北本教会 10：30ａｍ 

今月の集会案内等 

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 

 【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 大宮教会 

  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 

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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  越谷教会「第2回教会セミナー」のご案内 

日時 2月16日(日) 午後0：20～2：00 

会場 越谷教会 

第1部 「第15回信仰の先輩に聞く」 

お話 斉藤文男兄(インタヴュー形式で聞く) 

題 「長尾丁郎牧師から受洗して50年」 

第2部 講演会 

テーマ 「高齢者施設の現状」 

  講師 田村寿子氏 

(社会福祉法人「越寿会」理事長) 

【問い合わせ】越谷教会伝道牧会委員  

☎048-962-2743 

 

 久喜復活集会所開拓伝道記念礼拝と講演のご案内 

  日時 2月16日(日) 

①記念礼拝 午前10：30～11：45 

   「神と共に生きる幸い」 

  ②記念講演 午後2：00～3：00 

 「信仰・召命・伝道」- 神は呼んでおられる - 

  会場 久喜復活集会所(久喜市久喜北2-4-47) 

  説教・講師 小渕康而師(元新潟信濃町教会牧師) 

  ▽久喜市に伝道地を与えられて3周年になりま 

   す。この機会に集会所の様子を見にお出かけ下 

さい。 

【問い合わせ】山野裕子(久喜復活) ☎0480-53-9547 

 

 桶川伝道所「子供と大人の賛美礼拝」のご案内 

  日時 2月16日(日) 午前10：30 

  会場 桶川伝道所 

  お話し 佐々木佐余子牧師(白岡) 

  出演 チェロトリオ：佐藤盟他 

     ソプラノ、独唱、テナー独唱、テナー他 

  【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 

【郵便振込先口座番号】名称：日本基督教団埼玉地区 

口座番号 ００１３０－２－４１３１２７ 

 【一般関係】 

 ドキュメンタリー映画「SAYAMA 見えない手錠をは 

  ずすまで」のお知らせ  

埼玉県下各地で上映中です。 

・前売券 1,000円 当日券 1,200円 

中高校生 500円 

(上映日時・会場) 

・1月31日(金) 午後6：00 本庄市児玉セルディ 

・2月11日(火) 午後1：00 市民プラザかぞ 

・2月14日(金) 午後6：00 狭山市民交流センター 

・2月16日(日) 午後1：00 熊谷勤労会館 

・2月28日(金) 午後6：00 サンシティ越谷 

【問い合わせ】飯野敏明(本庄) ☎0495-22-2785 

 

 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 

教会・教師の動き 

○ 1月15日(水)、前草加教会牧師・谷脇(米山)正紀 

  教師(52歳)が逝去されました。葬儀は近親者のみ 

で行われました。 

○ 1月17日(金)、隠退教師・福士卓司教師(70歳・

最終任地群馬地区伊勢崎教会)が逝去され、1月22

日、所沢みくに教会で葬儀が行われました。 

お知らせ・お願い 
【地区関係】 

 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】 

 川越教会「歌唱の会」会員募集のお知らせ  

日時 第2水曜日 午後2：00～4：00 

会場 川越教会 

▽伊藤ちゑ氏(武蔵野音大声楽科卒業)指導の下 

で、2月から始めます。一回500円です。 

お申込みは、携帯番号までお願いします。 

080-9540-6344 （木ノ内） 

【問い合わせ】木ノ内和美(川越) ☎049-242-4338 

 

 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 

 

≪3月、4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。 

◎ＦＡＸ：048-979-1057 

◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 
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 


