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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6日(土) 教会音楽講習会 

  時間 午後1：30から 

  会場 浦和東教会 

  講師 水野均先生(オルガニスト) 

  内容 教会におけるオルガン音楽の歴史を学ぶ 

  参加費 500円 

【問い合わせ】吉田みち子(埼玉新生) ☎048-853-5867 

 

6月21日(日) 第14回ＩＴ祭り 

  時間 午後3：00～5：00 

会場 埼玉新生教会 
テーマ 「メディア伝道の可能性を探る パート4」 
～なぜ教会の発信は信者以外に刺さらないのか～ 
講師 松谷信司氏 

(キリスト新聞社、雑誌ミニストリー編集長） 
  ▽キリスト教関連の書籍が売れ、朝ドラの主人公 

がクリスチャン等キリストブームの中にあって 

て、教会の伝道に結びつかないのは何故か？ 

新しい宣教のあり方を共に模索します。 
  ▽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14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 

 

6月28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 

  講師 片岡輝美氏(会津放射能情報センター代表) 

  【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039 

【地区関係】 

 最寄り1区教師会のご案内 

  日時 5月18日(月) 午前10：30～午後1：00 

  会場 東大宮教会 

  礼拝 久保島泰牧師(東大宮) 

  発題 佐々木佐余子牧師(白岡) 

     「新島譲が密航して出かけたアメリカは 

どういう国だったのか」 

  会費 1,000円 

  ▽出欠は5月9日(土)まで久保島牧師宛ファック 

スをお送りください。FAX：048-686-3304 

  【問い合わせ】佐々木羊子(東京聖書学校吉川)  
☎048-982-5064 

 

 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 

  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) 

 【問い合わせ】末永廣(小川) ☎0493-72-4904 

 5日(火) 婦人部委員会 

       西川口教会 10：00ａｍ 

12日(火) 教師委員会 

       埼玉新生教会 2：00ｐｍ 

地区委員会 

       埼玉新生教会 5：00ｐｍ 

17日(日) 壮年部委員会 

       越谷教会 2：30ｐｍ 

18日(月) 最寄り1区教師会 

       東大宮教会 10：30ａｍ 

最寄り2区教師会 

       川越教会 10：30ａｍ 

伝道委員会 

       埼玉新生教会 6：30ｐｍ 

19日(火) 教会全体修養会委員会 

       埼玉新生教会 6：00ｐｍ 

24日(日) アーモンドの会委員会 

       埼玉和光教会 4：00ｐｍ 

【関東教区の主な予定】 

26日(火)～27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 

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、牧師就任式が今月中にありましたら埼

玉地区のホームページに掲載します。 

 

≪6月、7月の情報をお寄せください≫ 

各個教会の情報もお寄せください。締切は毎月20日。 

◎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 
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  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 

 

「小さな子どもたちと礼拝セミナーinあげお」のご 

  案内 

日時 5月30日(土) 午後1：30～3：30 

会場 上尾合同教会 

講演 ブラウネルのぞみ先生 

     「物語と思いめぐらしの力」 

   実演 「荒れ野の誘惑」 

実践報告 上尾合同教会ＣＳ 

       「種をまく人」  

ティータイム 午後3：30から 

参加費 1,000円(お子様無料、参加歓迎） 

 【問い合わせ】①羽倉・岩佐(上尾合同教会付属上尾 

富士見幼稚園 ☎048-775-0517 

        ②田中かおる(安行) ☎048-296-4002 

 

【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 

 
 

【関東教区関係、一般関係】 

✞ 関東教区教会婦人会連合第41回総会・修養会のご 

 案内  

日時 6月4日（木）～6月5日（金） 

会場 栃木県日光市鬼怒川温泉ホテル三日月 

時間 午後0：00～0：50 （受付） 

開会礼拝 午後1：00～ 

講師 キスト岡崎さゆ里宣教師 

(日本キリスト教団協力宣教師) 

エイブラハムキスト岡崎  

主題 「一人じゃない！キリストの絆に結ばれて共 

に立つ」 

  【問い合わせ】酒井博子(浦和東) ☎048-970-1090 

 

 全国キリスト教障害者団体協議会総会・研修会のご 

  案内  

日時 7月6日(月)～7日(火) 

     6日は午後2：00～8：00、7日は事務総会 

ですので、一般プログラムはありません。 

会場 東京西早稲田・戸山サンライズ 

講師 石丸昌彦氏 

    （放送大学教授、精神科医師、柿の木坂教会員） 

   講演「弱い所に働く力」 

▽埼玉地区・アーモンドの会が設営運営団体とし 

て準備中です。 

  【問い合わせ】櫻井義也(隠退教師) 

(アーモンドの会協力委員）☎048-524-4914 

教会・教師の動き 

○ 4月、岩槻教会・小林眞牧師が就任しました。 

○ 4月、熊谷教会・大坪直史牧師、大坪園子牧師が 

就任しました。 

○ 4月、日野原上尾栄光教会・東海林昭雄牧師が就任 

しました。 

○ 4月、埼大通り教会・深井智朗牧師が代務に就任し 

ました。 

お知らせ・お願い 
【各個教会関係】 

 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 

 

 埼玉中国語礼拝伝道所「開設１７周年記念礼拝」の 

  ご案内 

日時 5月3日(日) 午後3：00から 

会場 上尾合同教会 

説教者 岡田直丈牧師 

(前日本基督教団海外派遣宣教師) 

▽岡田牧師は、ベルギー・ブリュッセル日本語教 

会宣教師として昨年10月まで奉仕していました 

  【問い合わせ】小山久美子(埼玉中国語礼拝伝道所) 

            ☎048-725-6043 

 

 桶川伝道所「チャリティーヴァイオリンコンサー 

  ト」のご案内 

日時 5月9日(土) 午後2：00(開場：午後1：40) 

会場 桶川伝道所 

出演 原実和子(ヴァイオリン)、 

染谷ひさ子(ピアノ) 

目的 外壁補修費のため、ＣＳ生徒出身のヴァイ 

オリニスト(群響メンバー)が奉仕します 

   お話 西海満希子牧師(越生) 

チケット 大人1,100円、小中学生700円(茶菓付) 

【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

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： 


