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来月の集会案内等 
 

お知らせ・お願い 

     5月の予定 
6月19日(日) 役員・伝道委員研修会 

  時間 午後3：00～5：00 

  会場 埼玉新生教会 

  講師 波多野保夫師(山形六日町教会) 

  テーマ 「宣べ伝えなさい 

－アメリカに見る教会の成長－」 

 【問い合わせ】久保島泰(東大宮) ☎048-684-5323 

 

6月26日(日) 第15回ＩＴ祭り 

  時間 午後3：00～5：00 

  会場 埼玉新生教会 

テーマ 「メディア伝道の可能性を探る パート5」 
      － 紙媒体と電子媒体、win-winの 

関係を目指して－ 

講師 市川真紀氏 

（『信徒の友』『こころの友』編集部） 

  ▽講演の他に、埼玉地区でホームページを開設し 

   ている教会の現状を報告して頂く予定です。 

   ホームページを開設している教会の担当者は 

   ぜひ出席して下さるようお願い致します。 

▽フリーマーケットも同時開催します。 

締切：6月16日  ※駐車場の用意あります。 

 【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

教会・教師の動き 

・七里教会、飯塚拓也(代務)辞任、小林則義就任 

・埼大通り教会、深井智朗(代務)辞任、川添義和就任 

・菖蒲教会、細谷武英辞任、東海林昭雄就任 

・北本教会、温井節子就任(秩父教会と兼任) 

・本庄旭教会、木俣修辞任、西上信義就任 
・埼玉和光教会、三浦修辞任、最上光宏(代務)就任 
・浦和別所教会、澤田石秀晴就任 
・日野原記念上尾栄光教会、東海林昭雄辞任、疋田國 
磨呂(代務)就任  ・羽生伝道所、星山京子辞任 

【地区関係】 

 最寄り1区教師会のご案内 

日時 5月2日(月) 午前10：30～午後1：00 

会場 西川口教会 

説教 金田佐久子牧師(西川口) 

発題 内田武士教師(隠退教師) 

主題 「私の信仰の軌跡」 

会費 1,000円 

▽出席を4月26日(火)まで西川口教会へお知ら 

せ下さい。  FAX：048-258-6630 

【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036 

 

 最寄り2区教師会のご案内  

日時 5月9日(月) 午前10：30～午後2：00 

会場 所沢みくに教会 

説教 最上光宏牧師(所沢みくに) 

発題 土橋誠牧師(飯能) 

▽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。準備の都合上、出席を5月6 

日(金)までに指方までお知らせください。 

  FAX 04-2945-5169又は、ht_kyoukai@r7.dion.ne.jp 

【問い合わせ】指方周平(東所沢) ☎04-2945-5169 

 

 沖縄で関東教区「日本基督教団罪責告白」を考え 

る集いの参加報告会のご案内  

日時 5月22日(日) 午後3：00から 

会場 浦和東教会 

発題 本間一秀牧師(川口) 

会費 無料  主催 社会委員会 

▽3月7日～9日に行われました、関東教区「日 

本基督教団罪責告白」小委員会主催、沖縄で関 

東教区「日本基督教団罪責告白」を考える集い 

の報告会を行います。 

【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039 

 2日(月) 最寄り1区教師会 

       西川口教会 10：30ａｍ 

 9日(月) 最寄り2区教師会 

       所沢みくに教会 10：30ａｍ 

伝道委員会 

       埼玉新生教会 6：30ｐｍ 

10日(火) 教師委員会 

       国際愛伝道所 2：00ｐｍ 

15日(日) 壮年部委員会 

       越谷教会 2：30ｐｍ 

21日(土) 春の教会音楽講習会 

       埼玉新生教会 2：00ｐｍ 

22日(日) 沖縄で関東教区「日本基督教団罪責告白」を 

     考える集いの参加報告会  

浦和東教会 3：00ｐｍ 

23日(月) 最寄り3区教師会 

       本庄教会 10：30ａｍ 

今月の集会案内等 

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 

  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～ 

  内容 「讃美歌21」に収録されているルターのコ 

ラールに基づくバッハのカンタータを紹介 

して頂き、普段礼拝で歌っている賛美歌か 

ら生まれた音楽を解説して頂く。 

  参加費 500円 

  ▽どなたもお越しください。 

 【問い合わせ】吉田みち子(埼玉新生) ☎048-853-5867 

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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 ✞ 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  

                ☎048-722-3471 

 

 東所沢教会「創立30周年記念特別礼拝＆講演会」 

 のご案内  

日時 5月22日(日) 

会場 東所沢教会 

説教・講師 川上直哉牧師(東北ヘルプ事務局長) 

               (仙台北三番丁教会) 

特別礼拝 午前10：30から 

説教「あなたを〈あなた〉として立たせるチカラ」 

   講演会 午後1：30から 

      「矮小化・複雑化、そして孤立の痛み： 

             原子力災害の現場から」 

【問い合わせ】指方周平(東所沢) ☎04-2945-5169 

 

✞ 子どもと礼拝セミナーin上尾のご案内  

日時 5月28日(土) 午後1：30～4：30  

会場 上尾合同教会 

講師 ブラウネル・のぞみ宣教師 

内容 実践：「小さな子どもたちと礼拝」 

      講演：「子どもと礼拝におけるイエス様の 

たとえ話」 

     教材作成。  お茶と交わり、質疑応答 

会費 1,000円（学生500円） 

教具材料費 1,000円程度 

申込 下記問い合わせ先へ  締切 5月21日 

  【問い合わせ】田中かおる(安行) ☎048-296-4002 

  岩佐いずみ(上尾富士見幼稚園) ☎048-775-0517 

 
 
 川口教会「バザー」と「記念日礼拝」のご案内  

初夏のバザー 

日時 5月29日（日） 午後0：00～2：30 

会場 川口教会 

創立90周年記念日主日礼拝 

   日時 6月26日（日） 午前10：30から 

会場 川口教会 

説教者 三浦修牧師(前埼玉和光) 

【問い合わせ】本間一秀 ☎048-251-6039 

 

 桶川伝道所「チャリティー・アンサンブルアトーレ 

  コンサート」のご案内  

日時 6月5日(日) 午後2：00～4：00 

会場 桶川伝道所 

内容 メサイヤよりシオンの娘よ、大いに喜べ、

リベル・タンゴ他 

演奏者 下公子(ヴァイオリン・ソプラノ)、 

赤羽真由美(ピアノ)、新井理香子(ピアノ)、

古澤いづみ(チェロ) 

費用 大人1,200円、小中学生600円 

(ケーキ、コーヒー付) 

【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-797-5921 

 

【関東教区関係】 

 関東教区教会婦人会連合第42回総会・修養会の 

  ご案内 

日時 6月2日(木)～3日(金)  

会場 埼玉グランドホテル深谷 (メイン会場) 

講演 「暴力をなくすためにできること」  

講師 大津惠子氏 

(ＮＰＯ法人全国女性シェルターネット理事) 

開会礼拝 法亢聖親牧師(深谷) 

説教 「アッシジのフランシスコの太陽の讃歌」 

       － 貧しい聖者フランシスコに学ぶ －  

  閉会礼拝 竹内成子伝道師(深谷西島) 

  【問い合わせ】酒井博子(浦和東) ☎048-970-1090 

お知らせ・お願い 
【地区関係】 

 最寄り3区教師会のご案内 

日時 5月23日(月) 午前10：30～午後2：00 

会場 本庄教会 

礼拝担当 飯野敏明牧師(本庄) 

発題担当 舟生康雄牧師(加須) 

テーマ 「祈る教会」…過去3年間の教会の年間 

テーマを、カルヴァンの祈祷論によって振り返る。 

会費 300円  昼食代 700円 

▽出欠を4日位前までに飯野牧師へFAXでお願い 

します。   FAX 0495－22－2908 

【問い合わせ】舟生康雄(加須) ☎0480-65-3447 

 

 憲法問題講演会のご案内  

憲法カフェ 「平和憲法を守らせよう！」－立憲 

主義を回復し、安保法制を廃止しようー 

日時 6月12日(日) 午後3：00～4：30   

会場 行田教会 

講師 稲正樹氏(国際基督教大学憲法学元教授) 

会費 300円 

主催 社会委員会 

【問い合わせ】清水与志雄(行田) ☎048-555-2301 

 

【各個教会関係】 

 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 
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