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今月の集会案内等 
 

お知らせ・お願い 

     8月の予定 
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。 

【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 「決断する信仰、告白する教会」 

参加費 500円     主催 社会委員会 

▽どなたでもご参加ください。 

 【問い合わせ】後藤龍男(和戸) ☎0480-22-2424 

 

8月21日(日) 菖蒲教会・東海林昭雄牧師就任式、 

開所式 

時間 午後3：00から 

  会場 菖蒲教会 

司式 秋山徹牧師(関東教区議長) 

  ▽東海林昭雄牧師の就任式と共に集会所を移転し 

ましたので開所式を開催します。 

    新住所：〒346-0106 久喜市菖蒲町菖蒲438-1 

   電話：0480-53-8111 

 【問い合わせ】東海林昭雄(菖蒲) ☎0480-53-8111 

 

【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 

【地区関係】 

 最寄り2 区教師会のご案内  

日時 9月12日(月) 午前10：30～午後2：00 

会場 狭山教会 

説教 森淑子牧師(狭山) 

発題 末永廣牧師(小川) 

     「独立自給教会と中会分裂」 

       － 宮城中会(東北伝道)の変遷 － 

▽森先生手作りの美味しい昼食の準備がありま 

す。準備の都合上9月7日(水)までに指方(東 

所沢）まで出欠をお知らせ下さい。 

連絡先 TEL&FAX：04-2945-5169  

Mail：ht_kyoukai@r7.dion.ne.jp 

【問い合わせ】指方周平(東所沢) ☎04-2945-5169 

 

 最寄り3区教師会のご案内 

日時 9月12日(月) 午前10：30～午後2：00 

会場 熊谷教会 

礼拝 大坪直史牧師(熊谷) 

発題 大坪園子牧(熊谷) 

主題 「賛美による慰めと希望」 

会費 300円   昼食代 700円 

▽出欠を4日前くらいまでに大坪牧師にファクス 

でご連絡下さい。 FAX：048-577-8160（熊谷） 

【問い合せ】舟生康雄(加須) ☎0480-65-3447 

 

 越谷教会「さんび夕礼拝」のご案内  

「平和を祈る」～こどもも大人も～ 

日時 8月7日(日) 午後6：45～8：00 

会場 越谷教会 

説教者 石橋秀雄牧師(越谷) 

▽楽器やうたで、楽しく賛美します。独唱、詩吟、 

ハーモニカ、ギター、そして讃美歌。 

【問い合わせ】越谷教会 ☎048-962-2743 

11日(木)～13日(土) 中学生ＫＫＳ・青年キャンプ 

       信州バイブルキャンプ 

15日(月) 平和を求める8・15集会 

       埼玉和光教会 10：00ａｍ 

     社会委員会 

       埼玉和光教会 1：00ｐｍ 

21日(日) 菖蒲教会・東海林昭雄牧師就任式、開所式 

       菖蒲教会 3：00ｐｍ 

アーモンドの会委員会 

       埼玉新生教会 4：00ｐｍ 

来月の集会案内等 

9月19日(月・祝) 第22回アーモンドの会 

  時間 午前10：00～午後3：30 (受付10：00) 

  会場 埼玉和光教会 

  主題「教会と地域福祉」-つながるから始めよう- 

  発題 引地達也氏(シャローム所沢施設長) 

     最上義氏 

(一般財団法人 福祉支援協会代表理事) 

導き 石川榮一牧師 

参加費 全日参加 一人 1,000円(昼食代含む) 

 昼食をしない部分参加 一人 500円 

申込 ＦＡＸ：048-648-7115 (石川幸男) 

   出来るだけ教会毎に申込ください。 

締切 9月10日(土) 

【問い合わせ】矢崎武雄(埼大通り) ☎090-4926-3535 

 

9月25日(日) 中学生・ＫＫＳ秋のフェスタ 

  時間 午後2：30～7：00 

  会場 坂戸いずみ教会 

  内容 礼拝、文集製本、交流タイム、夕食 
 【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330 

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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○
◎ ・ 川染三郎 (鴻巣) ○ ◎ ・ 久保島　泰 (東大宮)　　　地 ○ ◎ ・ 山岡　創 (坂戸いずみ) 地 ◎◇ 後藤龍男 (和戸)　　  
○ ・ 野村忠規 (東松山) ◆ 安田正人 (東所沢) ◆ 池上　晃 (武蔵豊岡) ◆ 井川　明 (川口)
◆ ・ 末　永廣 (小川) ◇ 奥田幸平 (埼玉新生) ◇ 森下裕匡 (飯能) 浅子和夫 (和戸)
◇ 国府田秀行 (上尾使徒) ・ 大坪直史 (熊谷) ・ 澁谷実季 (毛呂) 岩井田愼二 (埼玉和光)
☆ 川口孝弘 (埼玉新生) 春名　至 (浦和別所) 最上久美子 (所沢みくに) 井上雅雄 (浦和東)
会補 町田さとみ (初雁) 吉田　博 (川越) 鈴木林太郎 (川越) 阿部孝司 (上尾合同)

・ 山岡　創 (坂戸いずみ) 　 野澤幸宏 (坂戸いずみ) 石川幸男 (大宮)　　　地
・ 田中かおる (安行) 〃 ・ 森　淑子 (狭山) 協委・ 渡辺久純 (無任所)
・ 久保島　泰 (東大宮) 〃 ・ 本間一秀 (川口)

石川幸男 (大宮) ・ 清水与志雄 (行田)

栗原初音 (浦和別所)

◎ ・ 許　昌範 (国際愛) ◎ 茨木公子 (上尾合同) ◎ ・ 中村　眞 (埼玉新生) ◎ ・ 山野裕子 (久喜復活)
◆ ・ 川添義和 (埼大通り) ◆ 小林明子 (越谷) ◆ ・ 金田佐久子 (西川口)　　  ○ ・ 高橋悦子 (桶川)
◇ ・ 温井節子 (秩父) ◇ 金刺泰雄 (上尾合同) ◇ 岩佐浩一 (上尾合同) ◆ 矢崎武雄 (埼大通り)

・ 町田さとみ (初雁) ・ 中村　眞 (埼玉新生) 管理 豊川昭夫 (越谷)　　　   ◇ 佐竹貞昭 (草加)
・ 指方周平 (東所沢) ・ 田中かおる (安行)   　　　地 ・ 田中かおる (安行)　　　　 地 ・ 森　淑子 (狭山)
・ 舟生康雄 (加須) ・ 町田さとみ (初雁) ・ 石川榮一 (巡回教師)

奥田幸平 (埼玉新生)

小岩　晃 (上尾合同)

リーダ 小川あゆみ (埼玉和光) 滝川英子 (七里)
◇リ補 栗原愛基 (武蔵豊岡) 石川幸男 (大宮)　　　地
顧問・ 森　淑子 (狭山)

◎ ・ 末　永廣 (小川)　　　 地 ◎ 松下充孝 (大宮) ◎ 酒井博子 (浦和東) ◎ 吉田みち子 (埼玉新生)
◆◇ 市川　浩 (飯能) ◆ 市川　浩 (飯能) ○ 廣前成子 (深谷) ◆ 川口孝弘 (埼玉新生) 地

◇ 田島章義 (春日部) ◆ 眞壁康子 (埼玉和光) ◇ 勝野昌子 (大宮)
　7月末以降に正式に他の委員が 金刺泰雄 (上尾合同) ◇ 熊谷芳江 (西川口) 成田惠子 (大宮)
　決定します 荻田久次郎 (越谷) 教区 後藤紀子 (和戸) 長基雅子 (大宮)

樋口道成 (岩槻) 栗原初音 (浦和別所)　　地 岩佐真知子 (浦和東)
小山一郎 (埼玉和光) 中村裕子 (上尾合同)
瀧川市郎 (熊谷)

※　リーダ　→　リーダー　　　　　　　※　アーモンド委員会　＝　障教懇委員会
2016年7月25日現在　　 ※　リ補　→　リーダー補助

※　協委　→　協力委員

2016年度埼玉地区・各委員会各部名簿　　　◎委員長　○副委員長　◆書記

教師委員会 アーモンド委員会

地区委員会 伝道委員会

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ◇会計　　 ☆補助書記　 ・ 教職　　地：担当地区委員

社会委員会

協委

教育委員会

教会音楽委員会壮年部修養会委員会

青年部

地区通信委員会 ホームページ委員会

婦人部


