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来月の集会案内等 
 

お知らせ・お願い 

     5月の予定 
6月15日(日) 環境問題講演会 

  時間 午後3：00から 

  会場 埼玉和光教会 

  講演 「原発による農業環境破壊」(仮題) 

  講師 田坂興亜氏(元アジア学院院長) 

(元国際基督教大学教授) 

  【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039 

 

6月21日(土) 第１回教会音楽講習会 

時間 午後1：30から 

会場 埼玉新生教会 

講師 越川弘英先生(同志社大学教授) 

内容 礼拝とは何かの基本を歴史も含めて学び、 

礼拝音楽の奉仕に活かす。 

参加費 500円 

▽どなたでも奮ってご参加ください。 

【問い合わせ】吉田みち子(埼玉新生) ☎048-853-5867 

 

6月22日(日) 第13回ＩＴ祭り 

  日時 午後3：00～5：00 

会場 埼玉新生教会 

テーマ 「教会堂の設備を見直そう！ 

音響・映像編 －より快適な礼拝へ－」 

講師 町田勝彦氏（視聴覚まるごと研究所） 

  ▽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。 

 時間 午後2：30～3：00 5：00～5：30 

フリーマーケットの申込締切は6月15日(日)。 

  ※駐車場の用意あります。 

  主催 ホームページ委員会   

【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

【地区関係】 

 寄り2区教師会のご案内  

日時 5月12日(月) 午前10：30～午後2：00 

会場 越生教会 

①説教 西海満希子教師(越生) 

②発題 上光宏教師(所沢みくに) 

     「Ｄ･ボンヘッファー『キリストに従う』

を読み返して」 

③新入教師歓迎会 

④昼食会（手作り弁当の用意があります） 

▽出席を5月7日(水)までに野村までお知らせ下 

さい。電話・ＦＡＸ 0493-22-0985  

【問い合わせ】野村忠規(東松山) ☎0493-22-0985 

 

 寄り3区教師会のご案内  

日時 5月12日(月) 午前10：00～午後2：00 

会場 桶川伝道所 

礼拝 高橋悦子教師(桶川) 

発題 川染三郎教師(鴻巣) 

会費 300円 

昼食代 700円 

【問い合わせ】法亢聖親(深谷) ☎048-598-3490 

 

 ホームページ委員会からのお知らせ 

  埼玉地区のホームページには、各教会・伝道所の 

  集会案内が掲載されています。礼拝時間や集会名 

  等が変更した場合は、ご連絡頂ければすぐ修正い 

  たします。FAXまたはメールでご連絡ください。 

   ＦＡＸ：048-979-1057 

Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

 【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

 

【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 

11日(日) アーモンドの会 

       埼玉和光教会 5：00ｐｍ 

12日(月) 寄り2区教師会 

       越生教会 10：30ａｍ 

     寄り3区教師会 

       桶川伝道所 10：30ａｍ 

16日(金) 地区委員会 

       埼玉新生教会 5：00ｐｍ 

18日(日) 七里教会・太田光夫牧師就任式 

       七里教会 2：00ｐｍ 

壮年部委員会 

       越谷教会 2：30ｐｍ 

19日(月) 伝道委員会 

       埼玉新生教会 6：30ｐｍ 

20日(火) 教師委員会 

       埼玉新生教会 3：00ｐｍ 

28日(水) 婦人部委員会 

       武蔵豊岡教会 10：00ａｍ 

【関東教区の主な予定】 

27日(火)～28日(水) 関東教区総会 

       大宮ソニックシティー 

今月の集会案内等 

5月18日(日) 七里教会・太田光夫牧師就任式 

  時間 午後2：00から 

  会場 七里教会 

  司式者 飯塚拓也牧師(関東教区宣教部委員長) 

  【問い合わせ】太田光夫 ☎048-685-3701 

 

≪6月、7月の情報をお寄せください≫ 

◎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.209 (裏面) 
  埼玉新生教会「カフェ☆オリーブの枝」のご案内 

  毎月第3木曜日の午前10時30分から12時まで、 

教会１階入口横の会議室にて、「カフェ☆オリーブ 

の枝」を開店します。5月は園の予定と重なるた 

め15日(金)に変更します。 

月替わりでコーヒーや紅茶、時にはお抹茶などの 

ドリンクと、ささやかなスイーツ等を楽しみなが 

ら、おしゃべりしたり、一緒に讃美歌を歌ったり、 

オルガンを聴いたり・・・ホッとできる一時を過 

ごしていただきたいと思っています。参加費無料 

で、参加対象は女性のみです。ご参加をお待ちし 

ております。駐車スペースは４台分あります。 

 【問い合わせ】埼玉新生教会 女性の会   

☎048-852-1379 

 

 桶川伝道所「Let it go 母とこども賛美集会」のご 

  案内 

  日時 6月15日(日) 午後2：00から 

   会場 桶川伝道所 

  内容 アンサンブルの調べにあわせてゴスペル、 

     スクリーンミュージックを思いきり歌いま 

     す。近所のママさんコーラスが応援して下 

     さいます。保護者さんも歓迎します。 

  ▽入場無料 

 【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 

 越谷教会「武蔵豊岡教会デー礼拝」のご案内 

  日時 6月29日(日) 午前10：40から 

  会場 越谷教会 

  説教者 栗原清牧師(武蔵豊岡) 

  ▽国道16号線の拡幅工事の為、現在教会堂を移 

築・付属棟を新築中の武蔵豊岡教会を覚え、又 

同時に喜びを共にします。 

なお、当日の席上献金は全額、武蔵豊岡教会の 

建築の為にお捧げします。 

 【問い合わせ】越谷教会 ☎048-962-2743 

  桶川伝道所からのお願い 

  スタッフの休みのために働き人を急募しています 

  「パソコンの教授をして下さる方」 

  例：週報、チラシ、ポスターを作成する。 

  月二回出勤、1時間1,200円(自宅作業可) 

 【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 

【関東教区関係】 

 関東教区教会婦人会連合第40回総会・修養会のご 

  案内  

日時 6月5日(木)～6日(金） 

会場 群馬 「松乃井」 

講師 佐藤彰牧師(福島第一聖書バプテスト教会） 

【問い合わせ】小川洋子(埼玉新生) ☎048-649-8455 

 

【一般関係】 

 全国教会婦人会連合第23期全国委員研修会 

日時 6月17(火)～18日(水) 

会場 仙台青葉荘教会 

講師 上竹裕子牧師(盤城教会) 

  【問い合わせ】後藤紀子(和戸) ☎0480-22-2424 

教会・教師の動き 

○ 3月末、北川辺伝道所・櫻井義也牧師が辞任し、 

6月に隠退の予定。 

○ 北川辺伝道所は4月から休止になりました。 

○ 4月、 秩父教会・温井豊牧師、温井節子牧師が就

任しました。  

○ 4月、 志木教会・横山基生牧師、横山好江伝道師

が就任しました。  

○ 4月、 七里教会・太田光夫牧師が就任しました。  

○ 4月、 東大宮教会・久保島泰牧師、久保島理恵牧

師が就任しました。 

○ 4月、東京聖書学校吉川教会・佐々木羊子牧師、 

佐々木千沙子伝道師が就任しました。佐々木千沙

子伝道師は次期教区総会にて准允の予定です。 

お知らせ・お願い 
【各個教会関係】 

 東所沢教会「春の特別礼拝と講演会」のご案内  

日時 5月25日(日) 

会場 東所沢教会 

講師 宮村武夫牧師 

①特別礼拝 午前10：30から 

説教題「目撃と聖霊ご自身の導き 

           － 聖書の明瞭性の源 －」 

②講演会 午後1：30から 

講演題「聖書をメガネに、 

五木の子守唄をみれば」 

▽参加費 入場無料。ただし礼拝のみ、自由献金 

があります。 

【問い合わせ】東所沢教会 ☎04-2945-5169 

 

 埼玉和光教会「春期特別伝道礼拝と教育講演会」の 

 ご案内  

①春期特別伝道礼拝 

日時 5月25日(日) 午前10：30から 

会場 埼玉和光教会 

説教者 山下智子牧師 

(新島学園短期大学宗教主任・准教授) 

説教題「唯この力、この力ある神に頼りてみ業を

為せ」 

②教育講演会 

日時 5月26日(月) 午前9：30から 

会場 埼玉和光教会 

講演者 山下智子先生 

(新島学園短期大学宗教主任・准教授) 

演題「新島八重ものがたり 

―わたしらしく生きるー」 

【問い合わせ】三浦修(埼玉和光) ☎048-461-2177 

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 


