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今月の集会案内等 
  最寄り1区教師会のご案内  

日時 3月2日(月) 午前10：30～午後1：00 

会場 浦和東教会 

礼拝 永井一二三牧師（浦和東） 

発題 太田光夫牧師（七里） 

     「リコーダーで讃美歌を歌ってみたら」 

【問い合わせ】佐々木佐余子(白岡) ☎048-794-6935 

 

 最寄り2区教師会のご案内  

日時 3月16日(月) 午前10：30～午後2：00 

会場 飯能教会 

説教 土橋誠牧師(飯能) 

発題 横山基生牧師（志木） 

     「先行的恩寵と良き行い」 

  ▽昼食会(森先生の手作りの美味しいお弁当の準 

備)があります。出席を3月11日(水)までに野 

村までお知らせ下さい。FAX： 0493-22-0985 

【問い合わせ】野村忠規(東松山) ☎0493-22-0985 

 

【各個教会関係】 

 ヴォーリズと武蔵豊岡教会展のご案内 

 【企画展＆講演会】 

生まれ変わった教会堂を見てみませんか?  

  日時 3月7日(土) 午前10：00～午後4：30 

（講演会は午後1：30～4：30） 

  会場 武蔵豊岡教会 

  講演 「ヴォーリズが思った教会にふさわしい 

意匠とは何か？」 

  講師 片桐郁夫氏（和戸教会教会員） 

(一粒社ヴォーリズ建築事務所元会長） 

  参加費 無料 

  ▽教会の企画ではありませんが、武蔵豊岡教会が 

全面的に協力しています。普段、教会になかな 

か足を踏み入れることが出来ない方は、是非ご 

来場下さい。心よりお待ちしています。 

  【問い合わせ】栗原清(武蔵豊岡) ☎04-2965-4348 

☃     3月の予定 
3月6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：上尾合同教会 (事務：春日部） 

     2区：武蔵豊岡教会 

     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)ＷＤＰより送られて来る原案をもとに、日本 

語式文を作成し配布しています。 

今年はバハマからのメッセージです。 

   世界祈祷日の献金はＷＤＰを通して式文作成 

国の女性達の活動のため、国内外の女性達の働 

きのために、捧げられます。 

 【問い合わせ】中松聖美(武蔵豊岡) ☎004-2963-6601 

 

3月21日(土・祝) 地区総会 

  時間 午前9：30～午後3：30 

  会場 武蔵豊岡教会 

  開会礼拝 川中真牧師(岩槻) 

  内容 地区委員長選挙、地区委員選挙、各委員会 

各部報告、予算決算、地区宣教活動計画等 

 【問い合わせ】布村伸一(熊谷) ☎048-521-6018 

お知らせ・お願い 

【地区関係】 

✍ 地区委員会からのお知らせ 

3月20日(金)、午後2時から、武蔵豊岡教会にて 

地区総会準備会をいたします。 

地区総会で配布したい文書などがありましたら、 

必ず配布部数(180部)を印刷のうえ、18日(水) 

までに地区書記・布村伸一気付で以下にお送り 

下さい。 

（358-0008 入間市河原町8-6 武蔵豊岡教会) 

【問い合わせ】布村伸一(熊谷) ☎048-521-6018 

                  (右上へ) 

 2日(月) 最寄り1区教師会 

       浦和東教会 10：30ａｍ 

 6日(金) 世界祈祷日 

       各会場 10：30ａｍ 

11日(水) 婦人部委員会 

       埼玉新生教会 10：00ａｍ 

16日(月) 最寄り2区教師会 

       飯能教会 10：30ａｍ 

20日(金) 地区総会準備会 

       武蔵豊岡教会 2：00ｐｍ 

21日(土) 地区総会 

       武蔵豊岡教会 9：30ａｍ 

報 告 

【各集会参加者数】 

・ＣＳ教師研修会 (1／24)   21名・13教会 

・三区合同教師会 (1／26)   30名 

・信教の自由と平和を求める2・11集会 (2／11) 

               241名・52教会 

・青年部冬の集い (2／14)   21名 

・壮年部総会 (2／15)     21名・12教会 

来月の集会案内等 

4月20日(月) 婦人部総会 

  時間 午前10：00～12：00 

  会場 埼玉新生教会 

  開会礼拝 山田称子牧師（浦和別所） 

 【問い合わせ】中松聖美(武蔵豊岡) ℡04-2963-6601 

 

≪4月、5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.219 (裏面) 
 

報告：地区総合協議会 
 
 

【社会委員会】 

環境問題講演会  2015年6月28日(日) 

８・１５集会    2015年8月15日(土) 

２・１１集会    2016年2月11日(木・祝) 

【教師委員会】 

教師一泊研修会   2015年7月13日(月)～14日(火) 

三区合同教師会  2015年1月19日(月) 

【教会全体修養会】 

教会全体修養会  2015年8月3日(月)～5日(水) 

【地区通信委員会】 

2015年7月、11月、2016年3月に発行 

【ホームページ委員会】 

第14回ＩＴ祭り  2015年6月21日(日) 

【災害対応委員会】 

災害対応「講演会」 2015年10月3日(土) 

【障教懇(アーモンドの会)】 

第21回障教懇   2015年9月21日(月・祝)  

【教会音楽委員会】 

教会音楽講習会     2015年6月6日(土) 

秋の教会音楽講習会  2015年10月3日(土) 

【壮年部】 

研修会      2015年11月15日(日) 

総会       2016年2月21日(日) 

【婦人部】 

総会       2015年4月20日(月) 

アジア学院生ＨＳ 2015年6月6日(土)～8日(月) 

婦人部全体研修会 2015年7月6日(月) 

もより婦人研修会 2015年10月～11月 

世界祈祷日    2016年3月4日(金) 

【青年部】 

春の集い     2015年6月 

KKS合同キャンプ 2015年8月11日(火)～13日(木) 

冬の集い     2016年2月 

【埼玉同宗連、埼玉県宗教連盟】 

研修会      2015年6月、9月 

講演会      2015年6月 

お知らせ・お願い 2015 年2月13日(金)、午後7時より埼玉新生教会

を会場として、2015年度の埼玉地区の各委員会各部の

活動計画及び委員名簿の発表と行事日程の調整等を行

なう「地区総合協議会」が開催されました。 

2015年度の行事日程は、各委員会各部とも例年通り

の行事を予定していました。修養会は 2 年に一度の開

催で、今年8月3日～5日に開催されます。また、新

年合同礼拝(2016年1月11日)は1区、2区、3区合同

の礼拝となります。 

 交付金の要望としては、災害対応委員会から東日本

大震災の被災地に音楽ボランティアをしているクリス

チャンをお呼びしての講演会を開催するための費用要

請がだされました。各委員会・各部とも新しい委員の

選出が難しくなっていることが報告されました。 

今年度より総合協議会の時間及び事務手続き簡略の

為に、事前に各委員会各部の委員会日程・行事日程を

地区書記にメールで送って頂き、地区書記が日程表を

全て作成してあったので、大変スムーズに日程調整を

する事が出来、また時間も大幅に短縮しました。 

 2015年度も主にある一致と連帯のもと、常に主のみ

声を聞き従いながら、福音の前進に仕える地区となれ

ますようお祈りいたします。 

 

2015年度の各委員会各部の主な行事予定と日程 

【地区委員会】 

新年合同礼拝     2016年1月11日(月・祝) 

地区総合協議会    2016年2月 

【伝道委員会】  

役員・伝道委員研修会 2015年7月12日(日) 

伝道と賛美の集い   2015年10月24日又は25日 

【教育委員会】 

中・KKSキャンプ  2015年8月11日(火)～13日(木) 

秋の中・KKSフェスタ 2015年9月12日(土) 

ＣＳせいと大会  2015年10月12日(月・祝) 

【各個教会関係】 

 初雁教会「読書会」のご案内  

毎月1回、読書会を行っています。少しずつ本を 

読みながら、互いに感想や疑問などを語り合う気 

軽な会です。 

日場 3月10日(火) 午前10：30～12：00 

会場 初雁教会 

本 「置かれた場所で咲きなさい」 渡辺和子著 

▽本をお持ちでない方は、コピーのご用意もあり 

ます。参加費無料です。 

【問い合わせ】町田さとみ(初雁) ☎049-224-7594 

 

 桶川伝道所3月の「賛美礼拝＆ミニ・コンサート」 

  のご案内と「会堂・シロアリ駆除に関する感謝」の 

  報告  

日時 3月15日(日) 午前10：30～午後0：40 

会場 桶川伝道所 

出演 下公子クワルテット、天野源悦(テノール) 

説教者 江田めぐみ伝道師(三芳) 

▽過日、地区内外の皆様にご協力頂きました「会 

堂・シロアリ駆除予防工事費」の為の募金が目 

標を達成し、無事教区から「緊急貸出し金」の 

返済が終了しました。お祈りとお支えを一同心 

より感謝いたします。 

【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 

 初雁教会「第5回讃美歌を歌う会）」のご案内  

日時 3月21日(土) 午後3：00～4：00 

会場 初雁教会 

▽毎回好評で、他教会や地域の方々が集い、楽し 

く歌っています。初心者も大歓迎。参加費無料。 

【問い合わせ】町田さとみ(初雁) ☎049-224-7594 

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 


