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7 月の予定

2 日(水) 教会音楽委員会
埼玉新生教会 1：30ｐｍ
7 日(月) 婦人部全体研修会
埼玉新生教会 10：00ａｍ
婦人部委員会
埼玉新生教会 2：30ｐｍ
13 日(日) 佐々木羊子正牧師、佐々木千沙子伝道師就任
東京聖書学校吉川教会 10：30ａｍ
横山基生牧師、横山好江伝道師就任式
志木教会 3：00ｐｍ
社会委員会
川口教会 3：00ｐｍ
役員・伝道委員研修会
埼玉新生教会 3：30ｐｍ
14 日(月)～15 日(火) 教師一泊研修会
別所沼会館ヘリテイジ浦和 2：00ｐｍ
15 日(火) 地区委員会
埼玉新生教会 5：00ｐｍ
20 日(日) 壮年部委員会
西川口教会 2：30ｐｍ
25 日(金) 教育委員会
狭山教会 6：30ｐｍ
27 日(日) 遠藤公義牧師就任式
久美愛教会 2：30ｐｍ

今月の集会案内等
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」
副題 1 「上手に古い自分を死なせる
～苦難や悲嘆がチャンスに」
副題 2 「新しい自分をキリストで育てる
～｛関係の命｝に目覚める」
【問い合わせ】中松聖美(武蔵豊岡) ☎04-2963-6601
7 月 13 日(日) 横山基生牧師、横山好江伝道師就任式
時間 午後 3：00 から
会場 志木教会
司式 秋山徹牧師(関東教区議長)
【問い合わせ】横山基生(志木) ☎048-473-0024

7 月 13 日(日) 佐々木羊子正副牧師、佐々木千沙子
伝道師就任式
時間 午前 10：30 から
会場 東京聖書学校吉川教会
司式 疋田國磨呂牧師(関東教区常置委員)
▽礼拝の中で行われます。
【問い合わせ】深谷春男(東京聖書学校吉川)
☎048-982-5064
7 月 14 日(月)～15 日(火) 教師一泊研修会
時間 14 日(月) 2：00 開会礼拝
15 日(火) 午後 0：00 終了
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
▽出席者にはプログラムを fax します
【問い合わせ】佐々木佐余子(白岡) ☎048-794-6935

7 月 13 日(日) 役員・伝道委員研修会
7 月 27 日(日) 遠藤公義牧師就任式
時間 午後 3：30～5：30
時間 午後 2：30 から
会場 埼玉新生教会
会場 久美愛教会
テーマ 「現代の伝道（パート 2）
司式 秋山徹牧師(関東教区議長)
－ 心病む時代の中で －」
【問い合わせ】遠藤公義(久美愛) ☎048-873-4566
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)
来月の集会案内等
証し 牧田智世子姉(グループホームの世話人)
8 月 12 日(火)～14 日(木) 中学・ＫＫＳ・青年
藤山博康兄(グループホーム委員長)
教会・教師の動き
キャンプ
▽講師の教会は、集っている人の 2 割が障がい者
会場 立教学院みすず山荘（軽井沢）
なので、障がい者と共に生きる教会をめざし、
○ 4 月 30 日(水)、久美愛教会・代務の中村眞牧師が
講師 長尾邦弘牧師、長尾愛子姉(深川教会)
『地域に開かれた、誰でも安心できる教会』と
辞任、遠藤公義牧師が就任しました。
参加費 15,000 円
いうビジョンで、地域社会に根差した教会形成
○ 6 月 15 日(日)、秩父教会・温井豊牧師、温井節子
▽詳細は後日、各教会・伝道所に案内を送ります
を実践しています。
牧師の就任式が行われました。
のでご覧ください。
▽講演会の後、分団の時を持ちます。 駐車場有。
○ 6 月 22 日(日)、東大宮教会・久保島泰牧師、久保
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330
【問い合わせ】東海林昭雄(埼大通) ☎048-852-2735
島理惠牧師の就任式が行われました。
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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来月の集会案内等
8 月 15 日(金) 平和を求める 8・15 集会
時間 午前 10：00 から
会場 埼玉和光教会
講師 稲正樹氏(国際基督教大学教授、憲法学者)
(所沢みくに教会員)
演題 未定
▽平和憲法を巡る問題について講演を頂きます。
【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039

お知らせ・お願い
【各個教会関係】
 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)
説教題 「朽ちるものと朽ちないもの」
▽どなたでも歓迎です。
【問い合わせ】松村洋子(上尾栄光) ☎048-666-6687

 桶川伝道所「平和を祈る賛美礼拝＆コンサート」の
ご案内
日時 8 月 17 日(日) 午前 11：00～午後 1：30
会場 桶川伝道所
お話 笹川均氏(ギデオン協会埼玉支部)
出演 河村洋人(チェロ)、印牧直子(ソプラノ)、
深谷ひさ子(ピアノ)
内容 平和を祈る賛美を聴き共に歌いましょう！
▽地区の皆様へ、お近くの知人がおられましたら
ご紹介下さいませ。
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921

報告：第 64 回関東教区総会
2014 年 5 月 27 日(火)～28 日(水)、大宮ソニックシ
ティ小ホールにて、第 64 回関東教区総会が開催されま
した。今回の設営担当は埼玉地区でした。
【第一日目 5 月 27 日】
教区総会礼拝では、聖学院教会の東野尚志牧師が説
教されました。その後、3 人の先生方の准允式と 2 人
の先生方の按手礼式(司式：秋山徹関東教区総会議長）
が執り行われました。埼玉地区関係では、東京聖書学
校吉川教会担任教師に就任される佐々木千沙子先生が
准允を受けられました。その後聖餐を祝い、献金をさ
さげ、礼拝が終わりました。午後は新任教師の紹介と
来賓紹介がありました。その後議事に入りました。今
年秋に開催される教団総会議員選挙が行われました。
毎年のことですが、全体で協議を尽くすには限界が
あるので、すべての議案と報告が上程されたあとは、
若干の質疑応答を経て分科会に回付されました。初日
の議事の後、報告・協議会が開かれました。
「東日本大
震災被災支援の報告」では、関東教区で被災した教会
のうち、昨年の教区総会からの１年間に会堂の再建を
果たされた教会の報告が、写真をスクリーンに映して、
なされました（伊勢崎教会、宇都宮教会、下館教会）
。
その後「教会におけるハラスメント」に関しての講演
と質疑応答がありました。

【第二日目 5 月 28 日】
議事が始まり、教団総会議員選挙の予備選挙の結果
が報告され、本選挙が行われました。その後、教団の
問安使である伊藤瑞男教団副議長による教団議長挨拶
の朗読と質疑応答がありました。そして、分科会報告、
特別委員会報告がなされました。
午後には、
2013 年度に逝去された教師4 人と信徒112
人の逝去者追悼礼拝が行われました。
次いで議事に入り、教区からの議案の可決、報告の
承認を順次進めていきました。
教団総会議員の選挙結果は次の通りです。
【教師】
秋山徹(埼玉・上尾合同) 栗原清(埼玉・武蔵豊岡)
熊江秀一(新潟・新津)
疋田國磨呂(埼玉・大宮)
村田元(群馬・群馬町） 田中かおる(埼玉・安行)
石橋秀雄(埼玉・越谷)
島田進(茨城・日立)
東野尚志(埼玉・聖学院) 小池正造(新潟・東新潟)
深谷春男(埼玉・東京聖書学校吉川)
澤田武(栃木・宇都宮上町) 福島純男(茨城・筑波学園)
平山正道(栃木・四條町)
【信徒】
金刺英雄(埼玉・上尾合同) 川田光江(埼玉・越谷)
内田聖子(新潟・長岡)
佐久間文雄(埼玉・志木)
吉田武人(埼玉・鴻巣)
三井田忠昭(埼玉・岩槻)
中山善一郎(新潟・東中通) 山川秀人(埼玉・聖学院)
勝野奉幸(埼玉・大宮)
滝川英子(埼玉・七里)
富永研司(茨城・日立)
和田献一(栃木・氏家)
高崎道子(栃木・鹿沼) 國吉常喜與(栃木・宇都宮上町)
議員提案の議案第 25 号(「特定秘密保護法」の廃止
を求める件)は可決され、もう一つの議員提案の議案第
26 号(日本基督教団内に聖餐の在り方について研究、
議論をする場を設置し、日本基督教団が今まで積み重
ねた議論の継続、再開を求める件)は否決されました。
熊江秀一関東教区総会副議長の聖書朗読と祈りがさ
さげられ、教区総会が終わりました。
報告：金田佐久子(西川口)(埼玉地区 HP より一部抜粋)

 大宮教会「チャペルコンサート」のご案内
～オペラな午後のひとときを～
日時 7 月 20 日（日） 午後 3：00 から
会場 大宮教会
出演 稲垣俊也(バスバリトン)、
奥村初枝(ピアノ)
予定曲目
○みあしの跡を(オハラ)、
○「マタイ受難曲より」来たれ、甘美なる
十字架よ(バッハ)、
○はな(喜納昌吉)他
▽入場無料（自由献金あり）
【問い合わせ】大宮教会 ☎048-641-6148
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