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今月の集会案内等 
 

来月の集会案内等 

     7月の予定 
7月18日(月)～19日(火) 教師一泊研修会 

  時間 18日 午後5：00～19日 午後0：00 

  ※開始時間が2時から5時に変更になりました。 

  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) 

  主催 社会委員会 

 【問い合わせ】後藤龍男(和戸) ☎0480-22-2424 

報 告 

【各集会参加者数】 

・婦人部総会 (4／18)      110名・41教会 

・中学生ＫＫＳ新入生歓迎会 (4／29) 23名 

・春の教会音楽講演会 (5／21)  34名・13教会 

・青年部春の集い (6／11)    23名・11教会 

・役員・伝道委員研修会 (6／19) 35名・14教会 

・関東教区教会婦人会連合総会・修養会 (6／2・3) 

  (埼玉地区が担当)      306名・75教会 

 

【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 

8月11日(木・祝)～13日(土)  

中学生ＫＫＳ・青年キャンプ 

会場 信州バイブルキャンプ(長野県佐久市) 

  テーマ 「イエスさまは誰のために」 

ワーク・リーダー 森淑子牧師(狭山) 

  参加費 15,000円 

▽十字架と復活のシーンを聖書から学び、考え、 

中学、高校、青年の各年代で劇化し、発表する 

ワークショップを行います。 

    近日中に詳しい案内を各教会に送ります。 

    どうぞ中学高校生、青年をお送りください。 

【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330 

 

8月15日(月) 平和を求める8・15集会 

  時間 午前10：00～午後0：30 

  会場 埼玉和光教会 

講師 朝岡勝牧師 

(日本同盟基督教団徳丸町キリスト教会) 

演題 未定 

参加費 500円     主催 社会委員会 

 【問い合わせ】後藤龍男(和戸) ☎0480-22-2424 

お知らせ・お願い 

【各個教会関係】 

 埼玉新生教会「イスラエルデー」のご案内 

日時 7月2日(土) 午後1：00～3：00 

会場 埼玉新生教会 

ゲスト イスラエルの公認日本人ガイドの 

「榊原茂さん」 

▽現在のイスラエルの様子を知ることのできる、 

絶好の機会です。イスラエルに関心のある方は 

ぜひおいでください。 

▽入場無料、駐車場有り 

【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

 6日(水) 教会音楽委員会 

       埼玉新生教会 1：30ｐｍ 

12日(火) 地区委員会 

       埼玉新生教会 5：00ｐｍ 

17日(日) 壮年部委員会 

       埼玉和光教会 2：30ｐｍ 

18日(月)～19日(火) 教師一泊研修会 

       別所沼会館 5：00ｐｍ 

19日(火) 教師委員会 

       別所沼会館 研修会終了後 

24日(日) 環境問題講演会 

       和戸教会 3：00ｐｍ 

【関東教区の主な予定】 

18日(月) 関東教区の宣教を考える集い 

       埼玉新生教会 10：30ａｍ 

教会・教師の動き 

○ 関東教区総会(5月16日)で浦和別所教会・澤田石 

秀晴教師が准允、毛呂教会・澁谷実季教師が按手 

を受けました。 

○ 浦和別所教会・浅田美由紀牧師が辞任されました 
○ 6 月 19 日、浦和別所教会・澤田石秀晴伝道師の就

任式(担任教師)が行われました。 

○ 6月19日、越生教会・江田めぐみ牧師の就任式 
(主任担任教師)が行われました。 

 

≪8月、9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 

http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/
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  東京信徒会主催「講演会」他のご案内  

日時 7月9日(土) 午後1：30～4：00 

会場 富士見町教会 

   講演 「ルターの『神の義』の発見 

      － 宗教改革の原動力としての『詩編講義』

の変遷 ー」 

講師 阿久戸光晴先生(聖学院大学理事長院長) 

会費 無料  

▽どなたでもご来聴歓迎です。 

【問い合わせ】鈴木功男(東京信徒会) ☎044-969-2024 

 

【関東教区関係】 

 関東教区の宣教を考える集いのご案内  

日時 7月18日(月・祝) 

午前10：30～午後4：00 (受付 午前10：00 ） 

会場 埼玉新生教会 

テーマ 「教会と子ども Part2」  

    －イキイキした礼拝・イキイキした子ども－ 

内容 1．お話しとさんびか指導 

       講師 塚本潤一さん 

(日本基督教団芦屋浜教会牧師) 

         (同志社女子大学嘱託講師） 

     2．教会紹介「こんな取り組み、しています」 

       関東教区内の教会・伝道所の取り組み 

例を紹介します。 

会費 500円  

（昼食はありません。各自持参でお願いします。） 

   なお、子どもは会費は無料です。昼食のみ持参 

ください。 

申込 ＦＡＸまたはメールで申込ください。 

   当日の参加申し込みも可能ですが、資料の 

準備上出来れば予め申し込み下さい。 

    FAX 0297－62－8505 （竜ヶ崎幼稚園）     

   メール pigtaku@k3.dion.ne.jp 

締切 7月11日(月) 

 【問い合わせ】飯塚拓也(竜ヶ崎) ☎0297-64-3768 

 

 

 関東教区のホームページ開設のお知らせ 

  1年間の試用を経て、5月から正式に関東教区の 

  ホームページが開設されました。 

  ＵＲＬは以下です。http://uccjkanto.holy.jp/ 

  関東教区の行事のお知らせや報告、教区内教会の 

紹介、教会・教師の動き、関東教区通信の閲覧等 

  又教区関係の申請書類もダウンロードできます。 

  関東教区教会員専用ではナルド通信もご覧出来ま 

  す。 

 【問い合わせ】栗原清(武蔵豊岡) ☎04-2962-6191 

 

 第23回「女性と男性が共に宣教を担うための地区 

 連絡会議」のご案内 

子どもたちを取りまく暴力を考える・Ⅲ 

  － 子どもへの暴力防止（CAP）プログラムを 

体験する － 

日時 7月29日(金) 午前10：30～午後1：30   

会場 新潟教会 

ワークショップ指導  CAP・にいがた 

参加費 1,000円（旅費プールを含む）  

※昼食は各自でご用意下さい。 

   申込 〒370-2343 富岡市七日市1168 甘楽教会 

   Tel ＆Fax 0274-62-6414   

   締切 7月24日(日) 

【問い合わせ】藤知佳(甘楽) ☎0274-62-6414 

 

【地区関係】 

 地区月報受取部数変更に関してのお知らせ 

  現在、地区月報は各教会・伝道所に、展示用1枚 

  と教職・役員人数分を送っていますが、受取部数 

  の変更をされる場合は下記まで、ＦＡＸまたは 

メールで教会名と希望部数を書いて送って下さ 

い。出来るだけ10部以内でお願いします。 

  ・ＦＡＸ：048-979-1057 

  ・Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

 【問い合わせ】豊川昭夫(越谷) ☎048-979-4380 

お知らせ・お願い 

【各個教会関係】 

✞ 第41回西川口教会アシュラムのご案内 

日時 7月16日（土）･17(日)  

     土曜日 午後1：30から午後5：30 

     日曜日 午前7：30から主日礼拝まで 

  会場 西川口教会 

  講師 金田佐久子牧師(西川口) 

▽アシュラムは、祈りによって祈りを学ぶ集会で 

す。 

【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎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 

   (開場 午後1：30) 

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) 

   チェロ&ギター：木村正行氏 

▽入場無料、コーヒータイムに韓国のヂヂミが出 

ます。 

【問い合わせ】許昌範(国際愛) ☎048-778-9937 

 

【一般関係】 

 全国信徒会・記念はがき販売中のお知らせ 

 「ペンテコステ絵葉書100枚」＋「祈りの手100枚」 

  ＝200枚セット＠1,000円（＋送料100円） 

申し込みは下記アドレスへどうぞ。 

   東京信徒会・鈴木功男 

isaosuzuki2012@krd.biglobe.ne.jp 

【問い合わせ】鈴木功男(東京信徒会)  

☎044-969-2024 

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 


