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今月の集会案内等 
 

お知らせ・お願い 

     6月の予定 
6月11日(土) 青年部春の集い  

～ボーリングで交流～ 

時間 午後1：30～5：00 (受付 午後1：00) 

  会場 東大宮教会、ラウンドワン大宮 

内容 礼拝、ボーリング 

  参加費 なし  

申込 FAX：04-2965-4348(武蔵豊岡教会牧師館) 

  ▽高校3年生から参加が可能 

  【問い合わせ】森淑子(狭山) ☎04-2954-8131 

 

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－」 

    ▽どなたでもご参加ください。 

 【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 

【地区関係】 

 アジア学院生ホームステイのお知らせ  

6月4日(土)～6日(月)   

アジア学院ホームステイの受入れは下記の方が 

ご奉仕下さいます。お祈りの内にお覚え下さい。 

・髙﨑和子姉(所沢みくに）2名 

・深谷美歌子牧師(東京聖書学校吉川）1名 

  【問い合わせ】酒井博子(浦和東) ☎048-970-1090 

 

 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      会費 300円 

講師 稲正樹氏(国際基督教大学憲法学元教授) 

【問い合わせ】清水与志雄(行田) ☎048-555-2301 

 

 地区会計からのお願い  

2016年度の地区負担金が未納の教会は、お納めく 

ださいますようお願いいたします。今年度は、地 

区の働きがよりスムーズにいくように、例年より 

早めにお納め頂けますようお願いするものです。 

  ［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】町田さとみ(初雁) ☎049-224-7594 

 

【各個教会関係】 

 安行教会特別礼拝のご案内  

日時 6月5日(日) 午前10：30～11：45 

会場 安行教会 

説教 小島誠志牧師(久万教会、元教団議長）  

     「水を運ぶ日々」 

  【問い合わせ】田中かおる(安行) ☎048-296-4002 

11日(土) 青年部春の集い   

東大宮教会 1：30ｐｍ 

12日(日) 社会委員会     

和戸教会 5：00ｐｍ 

19日(日) 役員・伝道委員研修会 

       埼玉新生教会 3：00ｐｍ 

26日(日) 第15回ＩＴ祭り  

埼玉新生教会 3：00ｐｍ 

【関東教区の主な予定】 

2日(木)～3日(金) 教区教会婦人会連合総会・研修会 

     埼玉グランドホテル深谷 

来月の集会案内等 

7月18日(月)～19日(火) 教師一泊研修会 

  時間 18日 午後2：00～19日 午後0：00 

  会場 別所沼会館ヘリテイジ浦和 

  主題 「説教について」 

  講師 平野克己先生(代田教会主任牧師) 

  費用 全出席7,000円 講演のみ2,000円 

部分参加3,500円(夕食込) 

  申込 FAXにて6／25迄に、川添義和牧師(埼大通 

り)まで。FAX：048-852－2735  

 【問い合わせ】許昌範牧師(国際愛) ☎048-778-9937 

 

7月24日(日) 環境問題講演会 

  時間 午後3：00から 

  会場 和戸教会 

  テーマ 「福島原発事故から5年 
－ 祈る、見る、聞く、語る －」 

  講師 平沢功牧師(北千住教会) 
        (日本キリスト者平和の会事務局長) 
 【問い合わせ】後藤龍男(和戸) ☎0480-22-2424 
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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  大宮教会「特別伝道礼拝」のご案内  

日時 6月19日(日) 午前10：30～11：45 

会場 大宮教会 

説教者 内藤留幸牧師(元日本基督教団総幹事) 

    説教題 「空しさを克服する道」 

▽午後0：30～1：30 講演会があります。 

  【お問い合わせ】大宮教会 ☎048-641-6148 

 

 埼玉和光教会「創立70周年記念講演会と春期特 

  別伝道礼拝」のご案内  

日時 6月19日(日) 

会場 埼玉和光教会 

説教 森下辰衛先生(全国三浦綾子読書会代表) 

特別伝道礼拝 午前10：30～11：45 

説教 「ありがとう」 

講演会 午後2：00～4：00 

講演「にもかかわらず愛されるとき奇跡は起き 

る」三浦綾子の自伝『道ありき』が語る希望  

【問い合わせ】埼玉和光教会 ☎048-461-2177 

 

 川口教会「創立90周年記念日礼拝」のご案内  

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 

 

 聖学院教会「特別伝道礼拝」と「ゴスペルコンサ 

  ート」のご案内 

  日時 6月26日（日） 

  会場 聖学院教会（聖学院大学チャペル）  

  特別伝道礼拝 午前10：30～12：00 

  説教題 「恐れなくていい」  

  説教者 大坪園子牧師(熊谷) 

  ゴスペルコンサート「Smile」 午後1：00～2:30 

  演奏者 ドゥーロス、大坪直史・大坪園子牧師 

 【問い合わせ】東野尚志(聖学院) ☎048-781-2829 

日

時 
 

 西川口教会「特別礼拝」のご案内 

日時 6月19日(日) 午前10：30～12：00 

会場 西川口教会 

   説教 加藤常昭先生(神学者、説教塾主宰) 

     「一所懸命な神の愛」 

【問い合わせ】西川口教会 ☎048-252-7036  

 

 国際愛伝道所「伝道コンサート」のご案内 

日時 7月24日(日) 午後2：00～4：00 

会場 国際愛伝道所 

テーマ “ここに愛がある” 

コンサート・メッセージ 許昌範牧師(国際愛) 

演奏 馬場津也子(ソプラノ) 田中睦子(ピアノ) 

【問い合わせ】許昌範(国際愛) ☎048-778-9937 

報告：関東教区総会 

5月16日(月)～17日(火)、大宮ソニックシティを会場

として開催されました。設営担当は埼玉地区でした。 

教団総会議員の選挙結果は次の通りです。(得票順) 

 【教師】 14人 

秋山徹(埼玉・上尾合同)  熊江秀一(新潟・新津) 

栗原清(埼玉・武蔵豊岡) 村田元(群馬・群馬町）  

石橋秀雄(埼玉・越谷)  島田進(茨城・日立)  

疋田國磨呂(埼玉・大宮) 田中かおる(埼玉・安行) 

小池正造(新潟・東新潟) 東野尚志(埼玉・聖学院) 

深谷春男(埼玉・東京聖書学校吉川) 

飯塚拓也(茨城・竜ヶ崎) 木村太郎(栃木・宇都宮) 

最上光宏(埼玉・所沢みくに)     

【信徒】 14人 

金刺英雄(埼玉・上尾合同) 内田聖子(新潟・長岡)   

豊川昭夫(埼玉・越谷)     佐久間文雄(埼玉・志木) 

菊地愛(新潟・東中通) 國吉常喜與(栃木・宇都宮上町) 

高崎道子(栃木・鹿沼)   和田直(茨城・日立) 

勝野奉幸(埼玉・大宮)   奥田幸平(埼玉・埼玉新生) 

半田香代子(群馬・原市)  山川秀人(埼玉・聖学院) 

滝川英子(埼玉・七里)   黒田毅(埼玉・武蔵豊岡) 

お知らせ・お願い 
【各個教会関係】 

 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、大いに喜べ他 

演奏 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)他 

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) ☎048-787-5921 

 

 東京聖書学校吉川教会「特別礼拝と講演会」ご案内  

日時 6月12日(日) 

会場 東京聖書学校吉川教会 

説教・講演 藤井圭子先生 

(元尼僧からキリストの伝道者) 

特別礼拝 午前10：30から 

説教 「愛と希望に生かされる人生」 

講演会 午後1：00～2：00 

講演 「あなたもあなたの家族も救われます」 

【問い合わせ】東京聖書学校吉川教会 ☎048-982-7616 

 

✞ 北本教会チャペル・コンサートのご案内 

日時 6月18日(土) 午後2：00～4：00 

会場 北本教会 

演奏 松井洋子(ピアノ)、菅井春恵(フルート) 

入場券 500円 

▽毎年開催のチャペル・コンサート(ミニストリ 

 ー演奏会)です。曲にそって証があります。証 

と曲が交互に流れます。 

  【問い合わせ】温井節子(北本) ☎048-591-1558 
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