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4 月の予定

4 日(月) 伝道委員会
埼玉新生教会 6：30ｐｍ
6 日(水) 教会音楽委員会
埼玉新生教会 1：30ｐｍ
10 日(日) ホームページ委員会
西川口教会 4：30ｐｍ
12 日(火) 教師委員会
国際愛伝道所 2：00ｐｍ
15 日(金) 教育委員会
狭山教会 6：30ｐｍ
17 日(日) アーモンドの会委員会
狭山教会 4：30ｐｍ
18 日(月) 婦人部総会・婦人部委員会
埼玉新生教会 10：00ａｍ・総会終了後
26 日(火) 地区委員会
埼玉新生教会 5：00ｐｍ
29 日(金・祝) 社会委員会
川口教会 10：00ａｍ
中学生ＫＫＳ新入生歓迎会
坂戸いずみ教会 10：30ａｍ

今月の集会案内等

お知らせ・お願い

4 月 18 日(月) 婦人部総会
時間 午前 10：00～12：00
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

【各個教会関係】
 国際愛伝道所「開始伝道 3 周年記念礼拝」ご案内
日時 4 月 3 日(日) 午前 10：30～午後 1：00
会場 国際愛伝道所
説教 「キリストの体である教会のために」
▽3 年目を迎えました。皆さまのお祈りと支えに
感謝いたします。
【問い合わせ】許昌範(国際愛) ☎080-8839-5733

4 月 29 日(金・祝) 中学生ＫＫＳ新入生歓迎会
時間 午前 10：30～午後 3：00
会場 坂戸いずみ教会＆高麗川土手
内容 礼拝と交流、バーベキュー
対象 中学生、高校生とその年齢の人
参加費 300 円程度
▽詳細は後日、各教会に案内します。
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330

 東所沢教会「創立 30 周年記念礼拝」のご案内
日時 4 月 3 日(日) 午前 10：30～12：00
会場 東所沢教会
説教 「主の御跡をたどる群れ」
▽教会創立 30 周年の節目を迎えます。皆さまの
お祈りに覚えていただければ幸いです
【問い合わせ】指方周平(東所沢) ☎04-2945-5169

来月の集会案内等

 聖学院教会「伝道開始 40 周年記念礼拝」のご案内
日時 4 月 17 日（日）午前 10：30～12：00
会場 聖学院教会
説教 「主と同じ姿に造りかえられていく」
小倉義明牧師(元聖学院院長)
▽40 年の節目の年を迎えました。皆さまのお祈り
に覚えていただければ幸いです。
【問い合わせ】東野尚志(聖学院) ☎048-781-2829

5 月 21 日(土) 春の教会音楽講習会
時間 午後 2：00～4：30
会場 埼玉新生教会
講師 礒山雅先生
教会・教師の動き
テーマ ルターのコラールに基づくバッハのカン
タータ～「讃美歌 21」からのアプローチ～
○ 3 月末、北本教会・石川榮一牧師が辞任
内容 「讃美歌 21」に収録されているルターのコ
○ 3 月末、越生教会・西海満希子牧師が辞任
ラールに基づくバッハのカンタータを紹介
 桶川伝道所「賛美礼拝＆定期コンサート」ご案内
報 告
して頂き、普段礼拝で歌っている賛美歌か
日時 4 月 17 日(日) 午前 10：30～午後 1：30
ら生まれた音楽を解説して頂く。
会場 桶川伝道所
【集会参加者数】
参加費 500 円
お話 高橋悦子牧師（桶川）
・世界祈祷日 (3 月 4 日)
▽来年の宗教改革 500 年記念に先駆け、ルターの
出演 アンサンブルアトーレ他
1 区 (会場：岩槻教会)
151 名・21 教会
作ったコラールに注目していきます。
食事 300 円（東日本大震災被災者へ）
2 区 (会場：東松山教会)
85 名・18 教会
どなたもお越しください。
▽入場無料、席上献金有。
3 区 (会場：カトリック熊谷教会) 70 名・14 教会
【問い合わせ】吉田みち子(埼玉新生) ☎048-853-5867
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921
合計 306 名・53 教会
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
 所沢みくに教会「憲法記念日・講演会」のご案内
日時 5 月 1 日(日) 午後 1：30～3：00
会場 所沢みくに教会
講演 「いま 平和をあきらめない」
－立憲主義を回復して、戦争法を廃止しよう―
講師 稲正樹氏(国際基督教大学憲法学元教授)
▽どなたでも自由にご参加ください。
【問い合わせ】最上光宏(所沢みくに) ☎04-2929-0682

【一般関係】
 ホーリネスの群 オリブの会「婦人セミナー」の
ご案内
日時 4 月 4 日(月) 午後 1：00～2：30
会場 東京聖書学校 (吉川市木売 2-15-3)
特別講演 「小さな群れよ、恐れるな」
講師 平野克己牧師(代田教会)
▽入場無料、どなたでもご自由にご参加下さい。
【問い合わせ】ホーリネスの群事務局
☎048-982-5064
 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）
「世界宣教の最終段階・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

留任は教師：野村忠規(東松山)、田中かおる(安行)、
山岡 創(坂戸いずみ)、信徒：川口孝弘(埼玉新生)、
石川幸男(大宮)
なお、教師：金田佐久子(西川口)、信徒：小岩晃(上尾
合同)は 2 期 4 年を満了した。
(2)2016 年度の宣教活動計画
【主題について】
主題 「主にある交わりを深めよう」
聖句 「一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に
苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共
に喜ぶのです」
(コリントの信徒への手紙一 12 章 26 節)
【活動について】
・最寄り区の諸教会の出会いと交わりによる一致と連
帯の強化に務めます。
・新年合同礼拝は各最寄り区で行われます。
(3)2016 年度地区一般会計予算
・地区分担金は 2015 年度とほぼ同額である。
・2015 年度は特別会計より 30 万円繰り入れたが、2016
年度は予備費が十分に取れるので、特別会計からは
繰り入れない。

✞ 日野原記念上尾栄光教会「特別伝道礼拝」ご案内
日時 5 月 22 日(日) 午前 10：30～
会場 日野原記念上尾栄光教会
説教者 日野原重明先生
(聖路加国際大学名誉理事長)
説教題 「104 歳の私が経験した魂のストーリー」
▽どなたでも歓迎です。
【問い合わせ】日野原記念上尾栄光教会
報告：埼玉地区総会
☎048-722-3471
2016 年 3 月 21 日(月)、聖学院教会を会場として、
2015 年度は地区委員長報告にもあったように、5 月
【関東教区関係】
2016 年度の埼玉地区総会が開催されました(午前 9 時
に久喜復活伝道所が埼玉地区の 61 番目の教会・伝道所
 関東教区教会婦人会連合第 42 回総会・修養会の
30
分～午後
3
時
45
分)。
として設立され、大きな喜びがありました。一方、4
ご案内
開会礼拝は、3 月末で北本教会を辞任される石川榮
月に七里教会の太田光夫牧師が突然逝去されるという
日時 6 月 2 日(木)～3 日(金)
一牧師が務めました。
石川牧師は
20
年間北本教会で牧
悲しみもありました。
会場 埼玉グランドホテル深谷 (メイン会場)
会されました。(埼玉地区では 26 年間)。埼玉地区のホ
地区の組織としては、災害対応委員会が設立から 10
講演 「暴力をなくすためにできること」
ームページで説教の録音を聞くことが出来ます。
年間を経て、一応役割を終えたと判断して解散しまし
講師 大津惠子氏
議長は川染三郎牧師(鴻巣・地区委員長)が務めまし
た。また今まで地区委員会が主催していた「地区内伝
(ＮＰＯ法人全国女性シェルターネット理事)
た。出席者は開会時点で正議員 143 名のうち 108 名。
道所・集会所と地区委員会の懇談会」は、今年は伝道
開会礼拝 法亢聖親牧師(深谷)
(1)地区委員選挙
(半数改選)
委員会が主催する「小規模教会伝道懇談会(仮称)」に
説教 「アッシジのフランシスコの太陽の讃歌」
教師 町田さとみ(初雁・新)、久保島泰(東大宮・再)
移行します。今年度もどのような立場、どのような状
－ 貧しい聖者フランシスコに学ぶ －
末 永廣(小川・再)
況にあっても主にある一致と連帯のもとに、埼玉地区
閉会礼拝 竹内成子伝道師(深谷西島)
信徒
栗原初音(浦和別所・新)、
61 教会・伝道所が共に力強く歩む地区となれますよう
説教 「いったいこの方は どなただろう」
国府田秀行(上尾使徒・再)
祈ります。 (埼玉地区ホームページより抜粋)
【問い合わせ】酒井博子(浦和東) ☎048-970-1090
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