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来月の集会案内等 
  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 

 

【各個教会関係】 

 桶川伝道所「イースター賛美礼拝＆コンサート」 

日時 4月19日(日) 午前10：15～午後0：40 

会場 桶川伝道所 

お話 岡村又男氏(元日本基督同盟教団理事長) 

    演奏 フルート・ピアノ：本島・赤羽デュオ 

     ソプラノ：馬場律也子 

      テノール：天野源悦 ピアノ：野嶋さやか 

曲目 スターバト・マーテル、メサイアより他 

▽入場無料 

【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 

 所沢みくに教会「憲法記念日・講演会」のご案内 

  日時 5月3日(日) 午後1：30～3：30 

  会場 所沢みくに教会 

 講演 「憲法9条と25条に基づく新しい国を求めて」 

  講師 稲正樹先生(国際基督教大学憲法学教授) 

  ▽入場無料 

【問い合わせ】最上光宏(所沢みくに) ☎04-2929-0682 

 

 小川教会牧師館改築工事の為、臨時牧師館に引越 

  のお知らせ 

  引越先 埼玉県比企郡小川町大塚613-1  

〒355-0328 (現住所は小川町小川47-1) 

  引越し予定は4月1日、11月に現住所に戻ります 

  4月1日～2日の間ネットと断線状態になります 

【問い合わせ】末永廣(小川) ☎0493-72-4904 

✞     4月の予定 
現在、地区としての来月の集会案内はありません。各

委員会・各部とも、今年は6月以降に集会を企画して

います。なお、牧師就任式等ありましたら来月号でお

知らせします。 

関東教区総会は、5月26日(火)・27日(水)です。 

 

お知らせ・お願い 

【地区関係】 

 最寄り2 区教師会のご案内 

日時 5月18日(月) 午前10：30～午後2：00 

会場 川越教会 

説教 木ノ内一雄牧師（川越） 

発題 野村忠規牧師（東松山） 

      「『放蕩息子のたとえ』の深い味」 

▽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5月13日(水)までに指方までお知らせ 

下さい。FAX：04-2945-5169 又は 

    メール：ht_kyoukai@r7.dion.ne.jp 

【問い合わせ】指方周平(東所沢) ☎04-2945-5169 

 

 教会全体修養会のご案内 

  今年は2年に一度行われる教会全体修養会が下記 

  の日程で行われます。今から予定に入れておいて 

  下さい。 

日時 8月3日(月)～5日(水)  

   会場 軽井沢南ヶ丘倶楽部 

   主題 「主にある交わりを深めよう」 

        ～ 教会における様々な関係から ～ 

   講師 窪寺俊之先生 

(聖学院大学大学院人間福祉学科教授) 

   (元・淀川キリスト教病院伝道部長、チャプレン)  

【問い合わせ】末永廣(小川) ☎0493-72-4904 

 6日(月) 伝道委員会 

       埼玉新生教会 6：30ｐｍ 

 7日(火) 教会全体修養会委員会 

       埼玉新生教会 6：00ｐｍ 

 8日(水) 教会音楽委員会 

      埼玉新生教会 2：00ｐｍ 

10日(金) 教育委員会 

狭山教会 6：30ｐｍ 

12日(日) 社会委員会 

       川口教会 3：00ｐｍ 

14日(火) 教師委員会 

       埼玉新生教会 2：00ｐｍ 

19日(日) ホームページ委員会 

       西川口教会 4：00ｐｍ 

20日(月) 婦人部委員会 

       埼玉新生教会 2：00ｐｍ  

今月の集会案内等 

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 

教会・教師の動き 

○ 岩槻教会・川中真牧師が3月で辞任。 

○ 熊谷教会・布村伸一牧師が3月で辞任。 

○ 埼大通り教会・東海林昭雄牧師が3月で辞任。 

○ 日野原記念上尾栄光教会・横山義孝牧師が代務を 

3月で辞任。東海林昭雄牧師が4月に就任。 

 

5月、6月の情報をお寄せください。宛先は裏面下。 

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.220 (裏面) 
 まず予備選挙を行い、川染三郎(鴻巣)、中村眞(埼玉新 

生)、本間一秀(川口)、三浦修(埼玉和光)、山岡創(坂

戸いずみ) (50音順)の各牧師が選ばれました。本選挙

の結果、川染三郎牧師が過半数の得票を得て新委員長 

に決まりました。 

 

(2)地区委員選挙 (半数改選) 

教師 野村忠規(東松山・再)、田中かおる(安行・新) 

   山岡創(坂戸いずみ・再)、久保島泰(東大宮・新) 

教師の改選は3名ですが、地区委員の任期途中の川染 

牧師が地区委員長の就任に伴い、今回は4名を選出し 

投票数4番目の久保島牧師が任期1年で就任しました。 

信徒 川口孝弘(埼玉新生・新)、石川幸男(大宮・新) 

留任は教職：金田佐久子(西川口)、末 永廣(小川)、 

信徒：小岩 晃(上尾合同)、国府田秀行(上尾使徒) 

なお、教師・布村伸一(熊谷)、信徒・豊川昭夫(越谷)

は2期4年を満了した。 

 

(3)2015年度の宣教活動計画 

【主題について】 

主題 「主にある交わりを深めよう」 

聖句 「愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛

は神から出るもので、愛する者は皆、神から生まれ、

神を知っているからです」 

 (ヨハネの手紙第一 4章7節)  

【活動について】 

①各委員会、各部の働きを推し進め、支援いたします。 

②地区は、各個教会・伝道所と共に悩みや喜びを分か

ち合います。 

③埼玉地区「新年合同礼拝」を地区全体で行います。 

④伝道所・集会所への奏楽者派遣について検討する。 

 

(4)2015年度地区一般会計予算 

地区総会費が前年度予算より15万円多くなるため、特

別会計(伝道会計)より一般会計へ30万円を繰り入れ

た。総額は前年度予算より約20万円増の4,792,000円。 

 
 

今総会の会場となった武蔵豊岡教会は、昨年90年前

の建物を生かす形で素晴らしい新会堂を建てました。

埼玉地区の2015年度は、新地区委員長のもとに新しい

スタートを切りました。しかし、本年度も、どのよう 

な立場、どのような状況の中でも主にある一致と連帯

のもとに、埼玉地区60教会・伝道所が共に力強く歩む

地区となれますよう祈ります。(地区ＨＰより抜粋) 

報告：地区委員会 

地区総会終了後、2015年度第1回地区委員会が開催さ

れ、地区委員の役割・分担が次の通り決定しました。 

委 員 長 川染三郎   副委員長 野村忠規    

 書  記 末永廣    会  計 金田佐久子    

 補助書記 川口孝弘   補助会計 国府田秀行    

 伝  道 久保島泰   教  育 山岡創    

 社  会 石川幸男   教  師 野村忠規      

地区通信 田中かおる  Ｈ  Ｐ 金田佐久子 

修 養 会 末永廣、金田佐久子 

 災害対応 山岡創    壮 年 部 小岩晃 

婦 人 部 田中かおる  青 年 部 山岡創 

障 教 懇 小岩晃    教会音楽 川口孝弘 

埼 宗 連 飯野敏明・委嘱 

同 宗 連 飯野敏明・委嘱 

川越少年刑務所教誨師 山岡創 

カルト問題 白石多美出・委嘱 

報 告 

【集会参加者数】 

・世界祈祷日 (3／6) 

1区 (会場：上尾合同教会)    99名・24教会 

2区 (会場：武蔵豊岡教会)    98名・17教会 

3区 (会場：カトリック熊谷教会) 58名・11教会 

      合計 255名・52教会 

 

【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 

お知らせ・お願い 
 越谷教会第6回他教会訪問ツアー 

  日時 5月23日(土) 午前10：00から 

  訪問先 東京聖書学校吉川教会 

  ▽今回は、越谷市の隣の吉川市にあります東京聖 

書学校吉川教会を訪問します。訪問後は吉川観 

光をします。 

お祈りの内にお覚え頂ければ幸いです。 

【問い合わせ】越谷教会 ☎048-962-2743 

 

 日野原記念上尾栄光教会「特別伝道礼拝」のご案内 

   日時 5月24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 

(聖路加国際メディカルセンター理事長)  

説教題 「父を偲んで」 

▽どなたでも歓迎です。 

【問い合わせ】日野原記念上尾栄光教会 

☎048-722-3471 

報告：埼玉地区総会 

 2015年3月21日(土)、武蔵豊岡教会を会場として、

2015年度の埼玉地区総会が開催されました(午前9時

30分より午後3時40分まで)。 

 開会礼拝は、3月末で岩槻教会を辞任される川中真牧

師が務めました。(埼玉地区のホームページで礼拝録音

を全て聞くことが出来ます。約40分) 

 議長は土橋誠牧師(飯能・地区委員長)が務めました。

出席者は開会時点で正議員137名のうち99名。 

 

(1)地区委員長選挙  

土橋誠牧師(飯能)が 2 期 4 年を務めた為、新しい地

区委員長を選出することになりました。 

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 


