埼玉地区月報 No.229


2015.12.24 発行

1 月の予定

10 日(日) 壮年部委員会
埼玉和光教会 2：30ｐｍ
11 日(月) 新年合同礼拝
上尾合同教会 10：30ａｍ
17 日(日) 社会委員会
川口教会 3：00ｐｍ
18 日(月) 伝道委員会
埼玉新生教会 6：30ｐｍ
18 日(月)～19 日(火) アーモンドの会研修会・委員会
軽井沢・すずかる荘
19 日(火) 地区委員会
埼玉新生教会 5：00ｐｍ
24 日(日) ホームページ委員会
西川口教会 4：00ｐｍ
25 日(月) 三区合同教師会
川越教会 10：30ａｍ
婦人部委員会
深谷教会 10：30ａｍ
26 日(火) 教育委員会
狭山教会 6：30ｐｍ

報 告
【各集会参加者数】
・最寄り婦人研修会 (ブロックの後ろは会場教会)
1 ブロック 浦和別所 (10／3) 34 名・7 教会
2 ブロック 埼玉新生 (10／17) 42 名・6 教会
3 ブロック 和戸
(10／24) 38 名・7 教会
4 ブロック 鴻巣
(10／31） 26 名・6 教会
5 ブロック 東松山
(10／16) 40 名・8 教会
6 ブロック 所沢みくに (10／26) 52 名・8 教会
7 ブロック 深谷
(10／24) 46 名・5 教会
合計 278 名・47 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

2 月 11 日(木・祝) 信教の自由と平和を
1 月 11 日(月・祝) 新年合同礼拝
求める 2・11 集会
時間 午前 10：30 から
時間 午前 10：00 から
会場 上尾合同教会
会場 埼玉和光教会
説教者 深井智朗牧師(埼大通り代務者)
講師 山口陽一先生(東京基督教大学教授)
(金城学院大学教授)
会費 500 円
子どもメッセージ 森淑子牧師(狭山)
【問い合わせ】清水与志雄(行田) ☎048-555-2301
聖餐司式 【主】秋山徹牧師(上尾合同)
【副】町田さとみ牧師(初雁)
2 月 14 日(日) 壮年部総会
▽今回は 1 区～3 区全体の合同礼拝で、埼玉地区
時間 午後 2：30 から (受付開始 午後 2：00)
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。
会場 未定
★聖書は「新共同訳聖書」
、賛美歌は「讚美歌 21」
開会礼拝 未定
を使用します。当日用の冊子に聖書、賛美歌は
議案 活動報告、決算報告、活動計画、予算案等
印刷いたしますので、ご持参くださらなくて結
▽各教会の壮年の方、ぜひご参加ください。
構です。
【問い合わせ】松下充孝(大宮) ☎048-652-0543
★礼拝後、成人式を迎えた青年を紹介し、地区委
お知らせ・お願い
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
【地区関係】
「インターＦＡＸ」の利用に関してのお願い
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致します。
埼玉地区では、緊急連絡網として、ＦＡＸで地区
【問い合わせ】末 永廣(小川) ☎0493-72-4904
内全ての教会に一度に送信できる「インターＦＡ
携帯 090-1854-5602
Ｘ」を導入しています
1 月 25 日(月) 三区合同教師会
現在、主に災害などの緊急連絡時に使用していま
時間 午前 10：30～午後 2：00
すが、各教会で葬儀関係等、至急地区内全ての
会場 川越教会
教会へ連絡したい時は、地区書記の末までご連絡
礼拝 木ノ内一雄牧師(川越)
下さい。また各区単位で送ることも出来ます。
各委員会の集会案内で使用する場合のみ、費用は
発題 野村忠規牧師(東松山)
「私の伝道論－渋柿から甘柿へ」
各委員会負担になります。A4 サイズ 1 枚で、地
会費 1,000 円
区内全ての教会へ送る場合は 1,800 円です。
▽出席を 1 月 18 日(月)までにお知らせ下さい。
区毎は教会数×30 円です。
FAX：04-2945-5169 又は
尚、送る内容文は FAX ではなくて、必ずメールに
Mail：ht_kyoukai@r7.dion.ne.jp
添付して、末まで連絡してください。
（東所沢教会 指方）
メール：ogawasue471@yahoo.co.jp
【問い合わせ】指方周平(東所沢) ☎04-2945-5169
【問い合わせ】末 永廣(小川) ☎0493-72-4904
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
「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

【各個教会関係】
 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」
マコーム縣さん(日本聖書神学校学生)
「マジック」
豊川耕颯さん(越谷教会員)
「詩吟」 (耕象流正吟社師範)
▽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
 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

 日本基督教団隠退教職ホーム『にじのいえ信愛荘』
職員募集のお知らせ
＜職員募集要項＞
職種：荘長、施設長のもとで、入荘者の生活全般
の支援（お世話）
条件：・キリスト者
・単身住込み
・運転免許有が望ましい
待遇：給与 18 万円以上、当施設規定による
・社会保険完備・食事付・週休 2 日
・有給休暇あり ・その他委細面談
・定年 65 歳(健康状況等により嘱託雇用も可)
応募方法：
１）所属教会牧師の推薦状
２）履歴書
３）健康診断書
以上を添えて下記「にじのいえ信愛荘」へ申し込
んでください。
面接：書類選考の結果、面接日をお知らせします。
〒198-0052 東京都青梅市長渕 2-687-2
「にじのいえ信愛荘」事務長宛
・
「職員応募書類在中」と明記のこと
【問い合わせ】にじのいえ信愛荘 ☎0428-22-2283

 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
教会・教師の動き
日程を調整する地区総合協議会が開催されます。
○ 11 月 28 日(土) 越生教会・江田めぐみ教師が、関
各委員会・各部の代表の方は、ご出席をお願いい
【一般関係】
東教区秋季按手礼式で按手を受けました。
たします。地区総合協議会で、時間を短縮する為、

きぼうのダイアル埼玉「2016
年度相談員募集」の
事前に各委員会・各部の来年度の委員会日程・行
ご案内
＜相談員養成研修の概要＞
≪2 月、3 月の情報をお寄せください≫
事日程・委員名簿を地区書記までメールで送り、
受講申込受付 2016 年 1 月～3 月末日
◎ＦＡＸ：048-979-1057
地区書記がまとめて総合協議会の当日に 2016 年度
研修開始
2016
年
4
月
◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp
の地区日程表を配布し協議することになっており
受講費用 5 万円（希望する方には『きぼうのダ
ます。そこで、
「2016 年度日程と委員名簿(ワード)」
イヤル・埼玉を支援する会から援助があります。
）
≪月報がメールで受け取れます≫
に記入して下記までメールで送って下さいますよ
申込 ＦＡＸ(049-226-5153)または郵送
ご希望の方は、お名前と教会名そして「月報希望」と
うお願い致します。
締切期限は 1 月 31 日(日)です。
郵送：〒350-1191 川越西郵便局私書箱 42
書いて下記のメールまで送信してください。
送付先 末 永廣(地区書記・小川教会)
2016
年
1
月
18
日より受付
【申し込み＆問い合わせ先】iwasa@bb.mbn.or.jp
メール：ogawasue471@yahoo.co.jp
【問い合わせ】田坂邦彦(越谷) ☎048-962-7883
岩佐浩一(上尾合同)
【問い合わせ】末 永廣(小川) ☎0493-72-4904
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

