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6 月の予定

8 日(日) 社会活動委員会・社会委員会
川口教会 3：00ｐｍ・5：00ｐｍ
9 日(月) 最寄り 1 区教師会 岩槻教会 10：30ａｍ
9 日(月)～12 日(木) 韓国基督教長老会京畿中部老会
埼玉地区訪問
11 日(水) 婦人部委員会 埼玉新生教会 10：00ａｍ
13 日(金) 教育委員会
狭山教会 6：30ｐｍ
15 日(日) 環境問題講演会 埼玉和光教会 3：00ｐｍ
17 日(火) 災害対応委員会 埼玉新生教会 5：00ｐｍ
21 日(土) 第 1 回教会音楽講習会
埼玉新生教会 1：30ｐｍ
22 日(日) 第 13 回ＩＴ祭り 埼玉新生教会 3：00ｐｍ

お知らせ・お願い
【地区関係】
 地区委員会からのお知らせ
6 月 9 日(月)～12 日(木)、 韓国基督教長老会京畿
中部老会が埼玉地区を訪問されます。
9 日(月)に上尾合同教会で開会礼拝・歓迎愛餐会、
11 日(水)に埼玉和光教会で送別晩餐会を行います
地区の教会の方で出席可能な方はご出席下さい。
【問い合わせ】土橋誠(飯能) ☎042-972-2511

今月の集会案内等

来月の集会案内等

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「歴史の分岐点に立って―呪いか祝福かの選
択」－ 御心が地になるように －
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

7 月 7 日(月) 婦人部全体研修会
時間 午前 10：00～午後 2：30
会場 埼玉新生教会
礼拝説教 澁谷実季伝道師(毛呂)
講師 高橋克樹牧師(豊島岡教会)
主題講演 「新しい人に生まれ変わるために」
【問い合わせ】中松聖美(武蔵豊岡) ☎04-2963-6601

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。
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379

7 月 13 日(日) 役員・伝道委員研修会
時間 午後 3：30～5：30
会場 埼玉新生教会
テーマ 「現代の伝道（パート 2）
－ 心病む時代の中で －」
講師 滝田新二牧師(片柳福音自由教会)
(ＮＰＯ法人片柳コイノニア理事長)
証し 牧田智世子姉(グループホームの世話人)
藤山博康兄(グループホーム委員長)
▽講演会の後、分団の時を持ちます。 駐車場有。
【問い合わせ】東海林昭雄(埼大通) ☎048-852-2735
7 月 14 日(月)～15 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「癒しと教会形成」
－スピリチュアケアと牧会－
講師 窪寺俊之先生(聖学院大学院教授)
費用 全出席 5,500 円 部分参加 3,000 円(夕食込)
講演のみ 1,000 円
申込 FAX にて 6／25 迄に FAX：048-794-6935
【問い合わせ】佐々木佐余子(白岡) ☎048-794-6935

6 月 21 日(土) 第１回教会音楽講習会
 最寄り 1 区教師会のご案内
時間 午後 1：30 から
日時 6 月 9 日（月） 午前 10：30～午後 1：00
会場 埼玉新生教会
会場 岩槻教会
講師 越川弘英先生(同志社大学教授)
内容 ①説教 川中真教師（岩槻）
内容 礼拝とは何かの基本を歴史も含めて学び、
②発題 佐々木佐余子教師（白岡）
教会・教師の動き
礼拝音楽の奉仕に活かす。
「幼稚園伝道の実際」
参加費 500 円
○ 5 月 18 日(日)、七里教会・太田光夫牧師の就任式
▽出欠を 6 月 3 日(火)までに川中牧師までにお知
▽どなたでも奮ってご参加ください。
が行われました。
らせ下さい。☎048-756-0468 FAX048-756-0479
【問い合わせ】吉田みち子(埼玉新生) ☎048-853-5867
○ 北川辺伝道所は、4 月から活動休止になりました。
【問い合わせ】佐々木佐余子(白岡) ☎048-794-6935
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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お知らせ・お願い
【各個教会関係】
 北本教会「チャペルコンサート」のご案内
日時 6 月 7 日(土) 午後 2：00～4：00
会場 北本教会
演奏者 工藤美穂さん(ヴァイオリン)
テーマ 「キリストの香りを音楽にのせて」
【問い合わせ】石川栄一(北本) ☎048-591-1558
 桶川伝道所「Let it go 母とこども賛美集会」
日時 6 月 15 日(日) 午後 2：00 から
会場 桶川伝道所
内容 ゴスペル他を歌います
▽入場無料
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921
 狭山教会「講演会」のご案内
日時 6 月 15 日(日) 午後 1：30 から
会場 狭山教会
講演 「原発をやめて平和に生きよう」
講師 成田小二郎氏(カトリック大宮教会)
【問い合わせ】森淑子(狭山) ☎04-2954-8131
 安行教会「創立 50 周年記念礼拝」のご案内
日時 6 月 22 日(日) 午前 10：30 から
会場 安行教会
説教者 石橋秀雄牧師(越谷教会、教団議長)
【問い合わせ】田中かおる(安行) ☎ 048-296-4002

 日野原記念上尾栄光教会特別伝道礼拝のご案内
日時 7 月 6 日(日) 午前 10：30 から
会場 日野原記念上尾栄光教会
説教者 日野原重明先生(聖路加国際病院理事長)
【問い合わせ】松村洋子(上尾栄光) ☎048-666-6687
 大宮教会「チャペルコンサート」のご案内
日時 7 月 20 日(日) 午後 3：00 から
会場 大宮教会
出演者 稲垣俊也(バスバリトン)他 ▽入場無料
【問い合わせ】大宮教会 ☎048-641-6148
【地区関係】
 アジア学院生ホームステイのお知らせ
6 月 7 日(土)～9 日(月)
(地区婦人部活動)
受け入れは下記の方がご奉仕下さいます。
・齊藤勝子姉(安行教会）1 名
・深谷美歌子牧師(東京聖書学校吉川教会）1 名
・髙﨑和子姉(所沢みくに教会）2 名
【問い合わせ】中松聖美(武蔵豊岡) ☎04-2963-6601
 社会活動委員会のご案内
日時 6 月 8 日(日) 午後 3：00 から
会場 川口教会
講師 飯塚拓也牧師(教区宣教委員長)
▽「特定機密保護法」の廃止、正しい憲法解釈を
巡る問題について講演をお願いします。活動委
員はもとより、どなたでも自由にご参加下さい。
【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039
【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
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】
 「埼玉同宗連」研修会のご案内
日時 6 月 10 日(火) 午後 1：30 から
会場 埼佛会館 ℡048-861-2138
講演題 「えん罪と人権」
講師 桜井昌司氏(布川事件えん罪被害者)
【問い合わせ】飯野敏明(本庄) ☎0495-22-2785
 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
 埼玉県宗教連盟「講演会」のご案内
日時 6 月 20 日(金) 午後 1：30 から
会場 天理教埼玉教務支庁 ℡048-663-0444
講演題 仏教の「空」とキリスト教の「空」
講師 石川栄一教師(北本)
【問い合わせ】飯野敏明(本庄) ☎0495-22-2785
 東京信徒会「講演会」のご案内
日時 6 月 21 日(土) 午後 2：00～4：30
会場 富士見町教会 1 階ＣＳルーム
講演「死者の救いと生き残りの者の使命」
講師 阿久戸光晴(聖学院大学理事長・院長・教授)
【問い合わせ】鈴木功男(東京信徒会) ☎044-969-2024
 神愛ホームチャリティーバザーのご案内とお願い
◇バザーにお出かけ下さい。
日時 6 月 29 日(日) 午後 0：00～3：00
会場 神愛ホーム (入間郡毛呂山町)
◇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
【問い合わせ】小室洋一郎(毛呂) ☎049-294-8151

 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)
【問い合わせ】越谷教会 ☎048-962-2743
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