埼玉地区月報 No.223
✞

2015.6.24 発行

7 月の予定

6 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 3：00ｐｍ
9 日(木) 教会全体修養会委員会
飯能教会 6：00ｐｍ
12 日(日) 役員・伝道委員研修会
埼玉新生教会 3：00ｐｍ
13 日(月)～14 日(火) 教師一泊研修会
別所沼会館ヘリテイジ浦和 2：00ｐｍ
14 日(火) 地区委員会
埼玉新生教会 5：00ｐｍ
15 日(水) 教会音楽委員会
埼玉新生教会 1：30ｐｍ
19 日(日) 壮年部委員会
西川口教会 2：30ｐｍ

教会・教師の動き
○ 6 月 21 日、越生教会・江田めぐみ伝道師の就任式
(担任教師)が行われました。
○ 5 月、東京聖書学校吉川教会・小林則義牧師が就任
(担任教師)しました。
○ 関東教区総会(5／26～27)で久喜復活伝道所（主任
者：山野裕子牧師 住所：久喜市久喜北 2-4-47、
ＴＥＬ＆ＦＡＸ：0480-53-9547、
）の開設が承認さ
れました。埼玉地区にある教会は、61 教会・伝道
所になりました。

報 告
【各集会参加者数】
・教会音楽講習会 (6／6)
27 名・11 教会
・第 14 回ＩＴ祭り (6／21)
25 名・14 教会
最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。

今月の集会案内等

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

8 月 3 日(月)～5 日(水) 教会全体修養会
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(元・淀川キリスト教病院
伝道部長、チャプレン)
(聖学院大学大学院人間福祉学科教授)
費用 大人 21,000 円、高校生 10,000 円、
中学生 5,000 円、子供(3 歳以上)3,000 円
定員 100 人
締切 6 月 29 日(月)
【問い合わせ】末永廣(小川) ☎0493-72-4904

7 月 13 日(月)～14 日(火) 教師一泊研修会
時間 13 日 午後 2：00 ～ 14 日 午後 0：00
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－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
【問い合わせ】温井節子(秩父) ☎0494-22-2431

8 月 15 日 平和を求める 8・15 集会
時間 午前 10：00
会場 埼玉和光教会
講師 最上光宏牧師(所沢みくに)
演題 「罪責を担う教会」
－関東教区「教団罪責告白」を生きるー
参加費 500 円
【問い合わせ】清水与志雄(行田) ☎048-555-2301

お知らせ・お願い

【各個教会関係】
7 月 12 日(日) 役員・伝道委員研修会
 桶川伝道所「賛美礼拝＆あじさいコンサート」の
時間 午後 3：00～5：00
ご案内
会場 埼玉新生教会
日時 7 月 5 日(日) 午前 10：30～午後 1：30
テーマ 「現代の伝道(パート 3)」
会場 桶川伝道所
－こころの友伝道
説教 岡村又男牧師
共に歩ませていただくために－
出演者 ソプラノ：馬場津也子氏
講師 横山義孝牧師(東京新生教会代務者)
テナー：天野源悦氏 ピアノ：野嶋さやか氏
(前「こころの友伝道」全国連合会会長)
曲目 アヴェ・ヴェルム・コルプス他
▽伝道に興味のある方は、何方でもご参加下さい。
昼食 300 円(東日本大震災被災地へ救援献金)
【問い合わせ】久保島泰(東大宮) ☎048-684-5323
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921
http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/
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お知らせ・お願い
【各個教会関係】
✞ 浦和別所教会「みことばに聴く・第 30 回教会アシ
ュラム」のご案内
日時 7 月 11 日(土) 午後 7：00～
12 日(日) 午後 3：30
会場 浦和別所教会
主題 「喜びに生きる」
テキスト フィリピの信徒への手紙全体
導き手 島隆三牧師(東調布教会)
(東京聖書学校校長）
【問い合わせ】浦和別所教会（吉原）☎048-861-4210
※お問い合わせは、日曜日のみです(2 時まで)
 志木教会「創立 70 周年記念講演会」のご案内
日時 7 月 12 日(日) 午後 2：00
会場 志木教会
講演 「ホーリネスの群に期待すること」
講師 石橋秀雄牧師(日本基督教団総会議長)
▽講演後、茶話会があります。
【問い合わせ】横山基生(志木) ☎048-474-1488

 西川口教会「第 40 回アシュラム記念特別礼拝・
講演会」のご案内
日時 7 月 26 日(日)
会場 西川口教会
講師 榎本恵先生(アシュラムセンター主幹牧師)
①礼拝 午前 10：30～11：45
説教題 「マリアの選んだ方」
②講演 午後 2：00～3：30
講演題 「手放しの信仰―無責任という責任」
▽ 7 月 25 日（土）午後 1 時から 4 時半まで教会
アシュラムを行います。参加希望者は西川口教
会まで。
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036
 白岡伝道所からの献堂式の報告
菁莪幼稚園の礼拝堂(白岡伝道所も使用する)の落
成式・献堂式が 6 月 24 日(水)に行われました。
今回は、故福島聖二牧師の喪の期間のために、関
係者のみで行われました。
【問い合わせ】佐々木佐余子(白岡) ☎0480-92-1309
【関東教区関係】
 関東教区の宣教を考える集いのご案内
日時 7 月 20 日(月・祝)午前 10：00～午後 4：30
会場 埼玉新生教会
主題 「教会と子ども」
－すべての人がイキイキとするために
内容 お話し 神崎典子牧師(新潟)
みんなで礼拝 長倉望牧師(新潟)
参加費 500 円（昼食は各自ご持参ください）
▽「みんなで礼拝」を、子どもたちと一緒に守り
たいと願っています。ぜひ子どもたちも一緒に
参加してください。
※交通費補助：申請により往復交通費 6 千円以上
の方には補助をいたします。
【問い合わせ】飯塚拓也(竜ヶ崎) ☎0297-64-3768

 関東教区通信委員会からのお願い
視力の不自由に方のために、関東教区通信の録音
朗読奉仕者を募集しています(自宅でする奉仕)。
【問い合わせ】江田めぐみ(越生) FAX 042-962-2810
【一般関係】
 全国キリスト教障害者団体協議会総会・研修会案内
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
 埼玉県宗教連盟「平和の祈り」集会のご案内
日時 7 月 9 日（木） 午後 1：00 から
会場 カトリック川越教会 （℡ 049-222-2289）
内容 宗教・宗派を超えて世界平和のために祈る
集会
【問い合わせ】飯野敏明(本庄) ☎0495-22-2785

報告:関東教区総会
5 月 26 日(火)～27 日(水)、大宮ソニックシティ小ホー
ルにて、第 65 回関東教区総会が開催されました。今回
の設営担当は茨城地区でした。
【教区総会議長】秋山徹(上尾合同)
【教区総会副議長】熊江秀一(新津)
【教区総会書記】栗原清(武蔵豊岡)
【宣教部委員長】飯塚拓也(竜ヶ崎)
【常置委員教師】小池正造(東新潟) 東野尚志(聖学院)
島田進(日立) 村田元(原市) 疋田國磨呂(大宮)
【常置委員信徒】佐久間文雄(志木) 勝野奉幸(大宮)
金刺英雄(上尾合同) 國吉常喜與(宇都宮上町)
滝川英子(七里)

 初雁教会「講演会」のご案内
日時 7 月 12 日(日) 午後 1：00～2：15
会場 初雁教会
講演 「楽しく老いる～明るく老いを考えよう～」
講師 児島康雄氏(前キングスガーデン施設長)
(日本ホーリネス教団のぞみ教会員)
▽誰もが迎える「老い」
、また今日の社会でも課題
の「老い」について信仰をもって明るく楽しく
考えていきましょう。
参加無料、どなたでもご参加下さい。
【問い合わせ】町田さとみ(初雁) ☎049-224-7594
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