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12 月の予定

今月は地区の委員会・行事などの予定はありません。

報 告
・中学生・ＫＫＳ・青年秋のフェスタ (10／25)
47 人・15 教会
・壮年部研修会 (11／15)
30 人・10 教会
≪1 月、2 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、ホームページにも掲載します。
(ホームページには締切はありません)
◎ＦＡＸ：048-979-1057
◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp
≪月報がメールで受け取れます≫
ご希望の方は、お名前と教会名そして「月報希望」と
書いて下記のメールまで送信してください。
【申し込み＆問い合わせ先】iwasa@bb.mbn.or.jp
岩佐浩一(上尾合同)

来月の集会案内等

お知らせ・お願い

1 月 11 日(月・祝) 新年合同礼拝
時間 午前 10：30 から
会場 上尾合同教会
説教者 深井智朗牧師(埼大通り代務者)
(金城学院大学教授)
▽今回は 1 区～3 区全体の合同礼拝で、埼玉地区
委員会が主催します。万障お繰り合わせの上、
ご参加下さいますよう、宜しくお願い致します。
★聖書は「新共同訳聖書」
、賛美歌は「讚美歌 21」
を使用します。当日用の冊子に聖書、賛美歌は
印刷いたしますので、ご持参くださらなくて結
構です。
★子どもたちへのメッセージがあります。
★礼拝後、成人式を迎えた青年を紹介し、地区委
員長が祝福の祈りをいたします。
★駐車場がございませんので、お越しの際は公共
交通機関をご利用ください。お車でお越しの方
は、周辺有料駐車場のご利用をお願いいたしま
す。
【問い合わせ】末 永廣(小川) ☎0493-72-4904
携帯 090-1854-5602

【地区関係】
「埼玉地区デー」献金のお願い
埼玉地区では毎年１月の成人の日に、埼玉地区新
年合同礼拝を開催しております。特に、この日を
「埼玉地区デー」と定めて地区の一致と連帯を推
進してまいりました。この埼玉地区の活動とその
一致と連帯を覚えて、
「地区デー」献金をお献げ
いただきたく、ここにお願い申し上げます。
なおご献金は、
「地区デー」当日の新年合同礼拝
の際にお持ちいただいて、受付でお渡し下さい。
ご都合のつかない方は、下記の口座にお振込み下
さい。振込みの場合は振替用紙に“地区デー献金”
と明記してください。
郵便振替口座 ００１３０－２－４１３１２７
口 座 名
日本基督教団 埼玉地区
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036
 地区会計からのお願い
2015 年度の地区分担金を未納の教会は、速やかに
納めて下さいますようお願いいたします。
【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
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036

1 月 25 日(月) 三区合同教師会
時間 午前 10：30～午後 2：00
【郵便振込先口座番号】名称：日本基督教団埼玉地区
会場 川越教会
口座番号 ００１３０－２－４１３１２７
 地区月報受取部数変更に関してのお知らせ
礼拝 木ノ内一雄牧師(川越)
お知らせ・お願い
現在、地区月報は各教会・伝道所に、展示用 1 枚
発題 野村忠規牧師(東松山)
と教職・役員人数分を送っていますが、受取部数
「私の伝道論－渋柿から甘柿へ」
【関東教区関係】
の変更をされる場合は下記まで、ＦＡＸまたは
会費
1,000
円
 関東教区のホームページが試験運用されています
メールで教会名と希望部数を書いて送って下さ
▽出席を 1 月 18 日(月)までにお知らせ下さい。
ＵＲＬ：http://uccjkanto.holy.jp
い。出来るだけ 10 部以内でお願いします。
FAX：04-2945-5169 又は
関東教会の教会一覧(各個教会のページも)、日程
Mail：ht_kyoukai@r7.dion.ne.jp
・ＦＡＸ：048-979-1057
お知らせ、教会・教師の動き等の情報他、関東教
（東所沢教会 指方）
・Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp
区通信やナルド通信等(パスワード必要)もご覧に
【問い合わせ】指方周平(東所沢) ☎04-2945-5169
【問い合わせ】豊川昭夫(越谷) ☎048-979-4380
なれます。埼玉地区のＨＰにリンクされています。
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
 地区総合協議会の日程表提出のお願い
2016 年 2 月 12 日(金)、午後 7 時から、埼玉新生
教会で来年度の埼玉地区の各委員会・各部の行事
日程を調整する地区総合協議会が開催されます。
各委員会・各部の代表の方は、ご出席をお願いい
たします。地区総合協議会で、時間を短縮する為、
事前に各委員会・各部の来年度の委員会日程・行
事日程・委員名簿を地区書記までメールで送り、
地区書記がまとめて総合協議会の当日に 2016 年度
の地区日程表を配布し協議することになっており
ます。そこで、
「2016 年度日程と委員名簿(ワード)」
に記入して下記までメールで送って下さいますよ
うお願い致します。
締切期限は、2016 年 1 月 31 日(日)です。
送付先 末 永廣(地区書記・小川教会)
メール：ogawasue471@yahoo.co.jp
【問い合わせ】末 永廣(小川) ☎0493-72-4904
【各個教会関係】
 桶川伝道所「クリスマス・チャリティーコンサート」
のご案内
日時 12 月 26 日(土) 午後 2：00 から
会場 桶川伝道所
タイトル 「キリスト者演奏家の音楽と証し」
演奏 チェロ：黄原亮司氏
(東京交響楽団副首席チェリスト)
目的 会堂外壁補修費用募金
入場料 1,800 円(ケーキ付)
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921

✞ 越谷教会のホームページがリニューアルアップ
埼玉地区のＨＰからリンクされています。
 埼玉新生教会「初笑いしんせい寄席」のご案内
日時 1 月 16 日(土) 午後 2：00～4：30
会場 埼玉新生教会
出演 古琴亭志ん軽さん(代々木上原教会会員)
落語「福音噺」
神田ナザレさん(代々木中部教会牧師)
「聖書講談」
マゴス縣さん
「マジック」
豊川耕颯さん(越谷教会員)
「詩吟」
▽入場無料、駐車場あります。
みなさまお誘い合わせの上、お越しください。
教会堂の見学もしていただけます。
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379
【関東教区関係】
 関東教区事務所で使用している書類キャビネット
を差し上げます
関東教区新事務所(大宮教会新会堂)では、現在使
っているキャビネットよりも、横に一段増やす事
になりましたので不要となります。
教区事務所の移転に伴い、書類キャビネット(二
重、前面書庫レール式、メーカーは不明)を放出し
ます。
希望教会、教会関係幼稚園、保育園、施設で希望
がありましたら、申し出ください。
移設に伴う費用は実費となります。
大宮教会旧会堂は、2016 年 1 月初頭より取り壊し
が始まりますので、2015 年 12 月末までに引き取
ってくださるように、お願いします。
※ 設置サイズ：高さ 220 ㎝以上、横幅 270 ㎝以
上、奥行 90 ㎝以上 の設置場所が必要です。
【問い合わせ】関東教区事務所 ☎048-647-0862

【各個教会関係】
 桶川伝道所からのお願い
集会用の電気炊飯器と電子レンジ中古で格安なも
の、お持ちでしたらお譲りください。取りに伺い
ます。
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921
 桶川伝道所「賛美礼拝＆定期コンサート」のご案内
日時 1 月 17 日(日)
会場 桶川伝道所
説教 櫻井義也牧師(隠退教師)
出演 チェロ：吉澤いずみ、ピアノ：赤羽真由美
▽入場無料
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921
【一般関係】
「埼玉県南クリスマス・コンサート」のご案内
日時 12 月 1 日(火) 午後 7：00～8：30
会場 川口リリア音楽ホール(川口駅西口すぐ）
ゲスト ニューホープダンスチーム
(ゴスペルフラ)
説教 斎藤信一郎師(バプテスト連盟西川口教会)
▽入場無料
今回は、今までの演奏家と違うゲストをお迎えす
ることになりました。
「ハワイのオアフ島にあるニ
ューホープ・オアフ」というプロテスタント教会
が母体で、サインダンスやゴスペルフラを取り入
れるダンスチーム「ニューホープ」
。
東京、横浜、札幌、千葉、大阪、沖縄の各教会か
ら集まったメンバーで構成。これまでにコンサー
トをZepp Tokyo で2006 年と2008 年、
Zepp Sapporo
で 2009 年と 2012 年、大阪、千葉で開催。東京デ
ィズニーランドでパフォーマンス。各教会におい
ても日曜礼拝で踊ったり、ワークショップや発表
会を主催するなどゴスペルダンスの普及に貢献。
」
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036

 熊谷教会のホームページがリニューアルアップ
埼玉地区のＨＰからリンクされています。
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

