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6 月の予定

1 日(月) 牧師夫人と女性教職の集い
初雁教会 10：00ａｍ
最寄り 3 区教師会 北本教会 10：30ａｍ
6 日(土) 教会音楽講習会 浦和東教会 1：30ｐｍ
15 日(月) 婦人部委員会
埼玉新生教会 10：00ａｍ
16 日(火) 災害対応委員会 埼玉新生教会 5：00ｐｍ
教会全体修養会委員会 埼玉新生教会 6：30ｐｍ
20 日(土) 青年部春の集い 埼玉和光教会 4：00ｐｍ
21 日(日) 14 回ＩＴ祭り
埼玉新生教会 3：00ｐｍ
社会活動委員会・社会委員会
和戸教会 3：00ｐｍ・5：00ｐｍ
アーモンドの会委員会 埼玉和光教会 4：00ｐｍ
26 日(金) 地区通信委員会 埼玉新生教会 6：00ｐｍ
28 日(日) 環境問題講演会 埼玉和光教会 3：00ｐｍ

教会・教師の動き
○ 3 月末、三芳教会・江田めぐみ伝道師が辞任。
○ 4 月、越生教会・江田めぐみ伝道師が担任教師就任。
〇 4 月、羽生伝道所・伊早坂貴宏伝道師が担任教師
就任。
○ 5 月 5 日、七里教会・太田光夫牧師が逝去され、七
里教会で葬送式が行われました。
○ 5 月 10 日、岩槻教会・小林眞牧師の就任式が執行。

6 月 20 日(土) 青年部春の集い
時間 午後 4：00～7：00 (受付 午後 3：30)
会場 埼玉和光教会
内容 礼拝、カレーパーティー
参加費 なし (尚、礼拝献金があります）
申込 ＦＡＸ(04-2965-4348 武蔵豊岡教会牧師館）
教会名と参加者名を書いてお申込下さい。
▽青年だけでなく高校 3 年生も参加可能です。
【問い合わせ】森淑子(狭山) ☎04-2954-8131
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。
締切：6 月 14 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

来月の集会案内等
7 月 6 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 温井節子牧師（秩父）
説教題 「自然災害と神」
主題 「聖書に学ぶ女性の試練と救い」
講演Ⅰ「目の前に立ちはだかる壁を越えて」
講演Ⅱ「病からの解放」
講師 岡村直樹先生
(東京基督教大学大学院教授)
【問い合わせ】酒井博子(浦和東) ☎048-970-1090
7 月 13 日(月)～14 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 「世界を癒すキリストの福音」
－異文化の中の教会－
講師 森泉弘次先生
(青山学院女子短期大学名誉教授)
『富士山とシナイ山ー偶像礼拝の試み』の訳者
費用 7,000 円
部分参加 3,500 円(夕食込)
講演のみ 1,500 円
申込 FAX にて 6／25 迄に
FAX：048-778-9965 許昌範牧師(国際愛)
【問い合わせ】温井節子(秩父) ☎0494-22-2431

7 月 12 日(日) 役員・伝道委員研修会
時間 午後 3：00～5：00
6
月
28
日(日)
環境問題講演会
会場 埼玉新生教会
6 月 6 日(土) 教会音楽講習会
時間
午後
3：00
から
テーマ 「現代の伝道(パート 3)」
時間 午後 1：30 から
会場
埼玉和光教会
－こころの友伝道
会場 浦和東教会
講演
「原発事故の時代をキリスト者として生きる」
共に歩ませていただくために－
講師 水野均先生(オルガニスト)
講師 片岡輝美氏(会津放射能情報センター代表)
講師 横山義孝牧師(東京新生教会代務者)
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
(前「こころの友伝道」全国連合会会長)
参加費 500 円
【問い合わせ】清水与志雄(行田) ☎048-555-2301
【問い合わせ】久保島泰(東大宮) ☎048-684-5323
【問い合わせ】吉田みち子(埼玉新生) ☎048-853-5867
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
【地区関係】
 最寄り 3 区教師会のご案内
日時 6 月 1 日(月) 午前 10：30～午後 2：00
会場 北本教会
礼拝 法亢親聖牧師(深谷)
発題 石川榮一牧師(北本)
テーマ 「
『エレミヤの神殿説教』から、現代の世
相を見る」 (エレミヤ書 7 章 1～11 節)
会費 300 円
昼食代 700 円
【問い合わせ】舟生康雄(加須) ☎℡0480-65-3447
 牧師夫人と女性教職の集いのご案内
日時 6 月 1 日(月) 午前 10：00～午後 2：30
会場 初雁教会
礼拝 町田さとみ牧師(初雁)
会費 1,000 円
▽入館料等、川越散策でかかる費用は実費でお願
いします。交通費の補助があります。
【問い合わせ】栗原のぞみ(武蔵豊岡) ☎04-2965-4348
 社会活動委員会開催のお知らせ
日時 6 月 21 日(日) 午後 3：00 から
会場 和戸教会
▽靖国神社問題から学びます。
【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039

 アジア学院生ホームステイのお知らせ
(地区婦人部活動)
6 月 6 日(土)～8 日(月)
アジア学院ホームステイの受け入れは下記の方が
ご奉仕下さいます。お祈りのうちにお覚え下さい。
・髙﨑和子姉(所沢みくに）2 名
・齊藤勝子姉(安行）1 名
・林 正直兄・久理恵姉(大宮) 1 名
【問い合わせ】酒井博子(浦和東) ☎048-970-1090
 聖学院教会「公開講演会」のご案内
日時 6 月 14 日(日) 午後 1：30～3：00
会場 聖学院教会礼拝堂(聖学院大学チャペル)
講演 「キリスト教信仰による確かな生活」
―現代の倫理的難題の中で―
講師 近藤勝彦先生(東京神学大学名誉教授)
▽入場無料、駐車場あります。但し、日曜日です
ので駅からの送迎バス(学生バス)の運行はあり
ません。
【問い合わせ】東野尚志(聖学院) ☎048-781-2829
 越谷教会「特別伝道礼拝」のご案内
日時 6 月 21 日(日) 午前 10：40 から
会場 越谷教会
説教者 上竹裕子牧師(磐城教会)
【問い合わせ】石橋秀雄(越谷) ☎048-962-2743
【一般関係】
 埼玉県宗教連盟「講演会」のご案内
日時 6 月 12 日(金) 午後 1：30 から
会場 天理教埼玉教務支庁 (℡048-663-0444)
講演 「よく生き よく笑い よき死と出会う
～カトリックの立場から～」
講師 アルフォンス・デーケン氏
(上智大学名誉教授)
【問い合わせ】飯野敏明(本庄) ☎0495-22-2785

 埼玉県同宗連「研修会」のご案内
日時 6 月 16 日(火) 午後 1：30 から
会場 埼佛会館
講演 「身元調査・同和地区調査の実態と課題」
講師 小野寺一規氏
(部落解放同盟埼玉県連合会書記長)
【問い合わせ】飯野敏明(本庄) ☎0495-22-2785
✞ 関東教区教会婦人会連合第 41 回総会・修養会
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
開会礼拝 午後 1：00～ (受付：午後 0：00)
講師 キスト岡崎さゆ里宣教師(教団協力宣教師)
エイブラハムキスト岡崎宣教師
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
 全国信徒会再結成第１回大会のご案内
日時 6 月 9 日(火) 午後 1：30～5：30
会場 富士見町教会
内容 礼拝・聖餐式 藤盛勇紀牧師
祝辞 石橋秀雄教団総会議長
基調講演 阿久戸光晴聖学院理事長
【問い合わせ】鈴木功男(東京信徒会) ☎044-969-2024
 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)
講演「弱い所に働く力」
開催企画運営担当団体 アーモンドの会
【問い合わせ】櫻井義也(隠退教師) ☎048-524-4914

【各個教会関係】
 折りたたみテーブルを譲ります
幅 180 ㎝、奥行き 60 ㎝、高さ 70 ㎝、焦茶色木目
計 8 卓。単体での譲渡にも応じます。送料につい
てはご負担ください。希望される教会はメールで
ご連絡ください。ht_kyoukai@r7.dion.ne.jp
【問い合わせ】指方周平(東所沢) ☎04-2945-5169
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