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今月の集会案内等 
 ✍ 地区委員会からのお知らせ 

3月18日(金)、午後2時から、上尾合同教会にて 

地区総会準備会をいたします。 

地区総会で配布したい文書などがありましたら、 

必ず配布部数(185部)を印刷のうえ、17日(木) 

までに地区書記・末永廣気付で以下にお送り 

下さい。 

（住所362－0041上尾市富士見2-3-33上尾合同教会) 

【問い合わせ】末 永廣(小川) ☎0493-72-4904 

                 090-1854-5602 

【一般関係】 

 東京信徒会「講演会」のご案内 

日時 4月16日(土) 午後1：30～4：30 

会場 富士見町教会ＣＳルーム 

第１部 講演会（午後1：30～3：00） 

      「世界宣教の 終段階・現代日本宣教 

         ―宗教改革５００年を憶えて―」

講師 阿久戸光晴先生(聖学院大学理事長院長) 

第２部 年次総会（午後3：00～4：30） 

【問い合わせ】鈴木功男(東京信徒会) 

 ☎044-969-2024 

【関東教区関係】 

✞ 関東教区「ＫＫＳキャンプ」のご案内 

  日時 3月29日(火) 午後1時30分集合～ 

3月31日(木) 午前12時解散 

  会場 アジア学院、那須塩原伝道所 

  テーマ 「あい」「ともだちになるために・・・」 

ディレクター 三浦啓牧師(桐生東部) 
  対象者 中学3年生～高校3年生 

(高校にいっていない方もぜひご参加ください) 

    参加費 全日参加13,000円  

（途中参加・部分参加はご相談ください 

申込 参加申込書を送付ください 

・郵送申込 〒370‐0854  

群馬県高崎市下之城町980‐10古川佐喜子 

・ＦＡＸ申込 027‐326‐9157 

✌     3月の予定 
3月4日(金) 世界祈祷日  (婦人部活動) 

  時間 午前10：30から （受付 10：00） 

会場 1区：岩槻教会 (事務：越谷教会） 

2区：東松山教会 

3区：カトリック熊谷教会(事務：熊谷教会） 

  ▽主催ＮＣＣ日本キリスト教協議会（女性委員会） 

   ＷＤＰより送られて来る原案をもとに、日本語式 

   文を作成し配布しています。 

   世界祈祷日の献金はＷＤＰを通して式文作成国 

   の女性達の活動のため、国内外の女性達の働きの 

   ために、捧げられます。 

  【問い合わせ】酒井博子(浦和東) ☎048-970-1090 

 

3月21日(月・祝) 地区総会 

  時間 午前9：30～午後3：30 

  会場 聖学院教会 

  開会礼拝 石川榮一牧師(北本) 

  内容 地区委員選挙、各委員会各部報告、予算決 

算、地区宣教活動計画等 

 【問い合わせ】末 永廣(小川) ☎0493-72-4904 

                 090-1854-5602 

お知らせ・お願い 

【地区関係】 

 寄2区教師会のご案内 

日時 3月14日(月) 午前10：30～午後2：00 

会場 東所沢教会 

説教 指方周平牧師(東所沢) 

発題 西海満希子牧師(越生) 

▽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3月9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 

 4日(金) 世界祈祷日 

       各会場 10：30ａｍ 

14日(月) 寄り2区教師会 

       東所沢教会 10：30ａｍ 

18日(金) 地区総会準備会 

       上尾合同教会14：00ｐｍ 

21日(月・祝) 地区総会 

       聖学院教会 9：30ａｍ 

報 告 

【集会参加者数】 

・三区合同教師会 (1／25)  35人 

・信教の自由と平和を求める2・11集会 (2／11) 

               95人・23教会 

・壮年部総会 (2／21)    16人・8教会 

来月の集会案内等 

4月18日(月) 婦人部総会 

時間 午前10：00～午後0：00 

  会場 埼玉新生教会 

開会礼拝 久保島理恵牧師(東大宮) 

  ▽2016年度主題は「主が共に働く宣教に仕え、福 

   音の希望に生きる －マルコによる福音書を学 

   びつつ－」 

  【問い合わせ】酒井博子(浦和東) ☎048-970-1090 

 

≪4月、5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 

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 



埼玉地区月報  No.231 (裏面) 
 2016年度の活動計画として、教区総会設営委員会が

新設されました。この委員会は、2015年度と2016年

度の新旧地区委員会と教師委員会のメンバーが委員に

なり、5月16日～17日に行われる関東教区総会の設営

にあたります。また、2006年に設立された災害対応委

員会がこの10年間の期間を経て役割を終えたと判断

し、2015年度をもって廃止になりました。尚、災害対

応委員会で管理していた「インターFAX」「教職メーリ

ングリスト」「災害対応掲示板」は、今後はホームペー

ジ委員会が代わって管理することになりました。 

その他は、各委員会各部とも例年通りの行事を予定

していました。修養会は2年に一度の開催で今年は準

備の年となり、来年2017年に開催されます。また、新

年合同礼拝(2017年1月9日)は1区、2区、3区に分

かれた 寄り区毎の礼拝となります。 

 交付金の要望としては、伝道委員会が地区委員会の

要請により新たに小規模教会伝道所懇談会(仮称)の開

催の為等により3万円の増額、ホームページ委員会が

地区月報の発送がメール便の廃止により郵便に切り替

えた為、1万円の増額の要望が出されました。 

2016年度も主にある一致と連帯のもと、常に主のみ

声に聞き従いながら、福音の前進に仕える地区となれ

ますようお祈りいたします。 

2016年度の各委員会各部の主な行事予定と日程 

【地区委員会】 

新年合同礼拝     2017年1月9日(月・祝) 

地区総合協議会    2017年2月 

【伝道委員会】  

役員・伝道委員研修会 2016年6月19日(日) 

伝道と賛美の集い   2016年10月22日又は23日 

小規模教会伝道所懇談会 2016年10月30日(日) 

【教育委員会】 

中・KKS歓迎会     2016年5月29日(日) 

中・KKSキャンプ  2016年8月11日(木)～13日(土) 

秋の中・KKSフェスタ  2016年9月25日(日) 

ＣＳせいと大会    2016年10月10日(月・祝) 

 
 

ＣＳ教師研修会  2017年1月28日(土) 

【社会委員会】 

環境問題講演会  2016年7月24日(日) 

８・１５集会    2016年8月15日(月) 

２・１１集会    2017年2月11日(土・祝) 

【教師委員会】 

教師一泊研修会   2016年7月18日(月)～19日(火) 

【教会全体修養会】 

教会全体修養会  2017年実施 

【地区通信委員会】 

2016年7月、11月、2017年3月に発行 

【ホームページ委員会】 

第15回ＩＴ祭り  2016年6月26日(日) 

【障教懇(アーモンドの会)】 

第22回障教懇   2016年9月19日(月・祝)  

【教会音楽委員会】 

春の講習会     2016年5月21日(土) 

秋の講習会    2016年11月12日(土) 

【壮年部】 

研修会      2016年11月20日(日) 

総会       2017年2月19日(日) 

【婦人部】 

総会       2016年4月18日(月) 

教区教会婦人会総会・研修会  

2016年6月2日(木)～3日(金) 

もより婦人研修会 2016年10月～11月 

世界祈祷日    2017年3月3日(金) 

【青年部】 

春の集い     2016年5月 

KKS合同キャンプ 2016年8月11日(木)～13日(土) 

冬の集い     2017年2月 

【埼玉同宗連】 

総会       2016年6月 

【埼玉県宗教連盟】 

講演会      2016年6月 

平和の祈り    2016年7月 

お知らせ・お願い 
【関東教区関係】 

 「東日本大震災」被災教会・被災地を覚える主日と 

  記念礼拝のご案内 

  ◎『東日本大震災』被災教会・被災地を覚える主 

日」は3月6日（日）です 

   この日の礼拝において被災教会と被災地を覚 

え、震災からの復興を祈りましょう。  

    そして、可能であれば、礼拝献金を「関東教区 

東日本大震災被災支援募金」にお献げください。 

◎記念礼拝は、3月11日（金）午後1時30分から 

アジア学院チャペル(栃木地区)にて開催します 

    記念礼拝の説教は、蕃畑旭西那須野教会主任担

任教師です。 

報告：地区総合協議会 

2016年2月12日(金)、午後7時より埼玉新生教会を

会場として、2016年度の埼玉地区の各委員会各部の活

動計画及び委員名簿の発表と行事日程の調整等を行な

う「地区総合協議会」が開催されました。 

 出席者17名。 

 

開会祈祷 川染三郎 

 議事 

1．次年度の活動計画と日程の調整 

2．次年度の委員構成 

(常設委員会は委員の在年年数確認) 

3．予算案もしくは地区交付金についての要望 

4．その他、地区への要望・意見等 

5．各委員会各部等の地区総会活動報告提出の再依頼と

報告書式確認。 

 閉会祈祷 野村忠規 

 

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 


