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来月の集会案内等 
 

お知らせ・お願い 

     12月の予定 
1月28日(土) ＣＳ教師研修会 

  時間 午前10：30～午後2：00 

  会場 埼玉和光教会 

  テーマ 「障がい児と教会教育」 

講師 小関京子氏(武蔵豊岡教会員) 

▽昼食持参してください。教会学校教師・スタッ 

フ以外の方も、ぜひご参加ください。 

  【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330 

 

1月30日(月) 三区合同教師会 

  時間 午前10：30～午後2：00 

  会場 東大宮教会 

  礼拝 久保島泰牧師(東大宮) 

  発題 疋田國磨呂牧師(大宮) 

「わたしの伝道論 

～キリストの弟子としての信徒養成～」 

  申込 メール：emerald_hanabusa@yahoo.co.jp 

         件名は「合同教師会申込み」として下さい 

FAX：048-852-2735（埼大通り教会・川添） 

▽礼拝出席しておられる隠退教師や、近隣の無任 

所教師の先生方にもお声掛け下さい。 

【問い合わせ】川添義和(埼大通り) ☎048-852-2735 

教会・教師の動き 

○ 11 月 1日、北本教会・温井節子牧師が辞任されま

した。 

○ 11月13日、日野原記念上尾栄光教会・長橋和彦伝

道師の就任式が行われました。 

報 告 

【各集会参加者数】 

・秋の教会音楽講習会 (11／5)   33名・16教会 

【地区関係】 

 教会ホームページ開設のお手伝いを致します！ 

伝道の最先端となるＨＰを、地区ＨＰ委員会のご 

奉仕で開設することができます。費用は教団の伝 

道支援金を活用します。希望する教会は以下の要 

綱でぜひ、お申し出ください。 （地区委員会） 

  対象教会：地区の現住陪餐会員20名以下の教会・ 

伝道所 

  運営費：（レンタルサーバー代）1年目2,916円、 

2年目以降1,296円(年額)（教会負担） 

  製作費： 50,000円（伝道支援金を支給） 

  交通費：実費（ＨＰ委員が当該教会に出向いて 

作成相談します、2回位）（教会負担） 

  【問い合わせ】田中かおる(安行) ☎048-296-4002 

 

 ホームページ委員会からのお願い 

  埼玉地区のホームページには、埼玉地区61の教 

  会・伝道所の詳細ページがあります。この中に 

  集会案内が掲載されていますが、集会内容や時間 

の変更のある教会はFAXまたはメールでお知らせ 

ください。宜しくお願い致します。 

    FAX:048-979-1057  

   メール: toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

  【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

 

 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 

今月は地区の委員会・行事などの予定はありません。 

来月の集会案内等 

1 月9 日(月・祝) 新年合同礼拝 

 1 区【会  場】埼玉新生教会 

   【説教者】深谷春男牧師(東京聖書学校吉川) 

   【子ども説教】田中かおる牧師(安行) 

   【聖餐式】疋田勝子牧師(大宮) 

 2 区【会  場】武蔵豊岡教会 

   【説教者】土橋誠牧師(飯能) 

   【子ども説教】澁谷実季牧師(毛呂) 

   【聖餐式】山岡創牧師(坂戸いずみ) 

 3 区【会  場】熊谷教会 

   【説教者】川染三郎牧師(鴻巣) 

   【子ども説教】竹内成子伝道師(深谷西島) 

   【聖餐式】三羽善次牧師(和戸) 

 ▽開始時間は各会場とも、午前10：30 です。 

 ★礼拝プログラムは当日、配布いたします。讃美歌、 

   聖書箇所はプログラムに印刷いたしますので、お 

   持ちにならなくて結構です。 

 ★式の中、成人を祝福する「成人の祈り」を用意し 

  ていますので、新成人の方はぜひご出席ください。 

 ★埼玉地区では、成人の日を｢地区デー」と定め、地 

  区の一致と連帯を特に推進する日としています。 

 「地区デー献金」は、この礼拝の際にお持ち下さい。 

【問い合わせ】川添義和(埼大通り) ☎048-852-2735 

 

≪月報がメールで受け取れます≫ 

ご希望の方は、お名前と教会名そして「月報希望」と

書いて下記のメールまで送信してください。 

【申し込み＆問い合わせ先】iwasa@bb.mbn.or.jp 

岩佐浩一(上尾合同) 

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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   演奏 馬場つや子(ソプラノ)、アンサンブル他 

  ▽入場無料 

②クリスマスチャリティー・チェロ・コンサート 

  日時 12月25日(日) 午後2：00～4：00 

  演奏 チェロ：黄原亮司(東京交響楽団) 

  チケット 1,800円 

  ▽会堂外壁募金の為のコンサート、ご協力下さい。 

  会場 桶川伝道所 

 【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 

 初笑いしんせい寄席のご案内 

  日時 1月14日(土) 午後2：00～午後4：30 

  会場 埼玉新生教会 

  出演 古琴亭志ん軽(福音落語)、神田ナザレ(聖書 

講談)、マコーム縣(マジック) 

  ▽入場無料、駐車場あります 

  【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

 

【一般関係】 

 「埼玉県南クリスマス・コンサート」のご案内  

日時 12 月6 日(火) 午後7：00～8：30 

会場 川口リリア音楽ホール(川口駅西口すぐ） 

ゲスト Ｍｉｇｉｗａ(ミギワ) 

       (ゴスペルシンガーソングライター) 

説教 鄭順葉牧師(多摩キリスト教会) 

▽入場無料 

【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036 

 

✞ 「さいたま市民クリスマス」のご案内  

日時 12 月9 日(金) 午後6：50から 

会場 さいたま市民会館おおみや大ホール 

音楽ゲスト ペアンテ・ボーマン(元東京交響楽団

首席チェリスト)、浦和ルーテル学院聖歌隊 

メッセージ 大嶋重徳先生(キリスト者学生会総主事) 

▽入場料 大人1000円、小＆中学生500円 

  【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

 

 

 「川越市民クリスマス」のご案内  

日時 12月19日(月) 午後7：00から 

会場 ウェスタ川越大ホール 

音楽ゲスト 加賀ファミリー 

   メッセンジャー 町田さとみ牧師(初雁) 

【問い合わせ】木ノ内一雄(川越) ☎049-242-4338 

報告：第 40回教総会 

10月 25日(火)から 27日(木)、第 40回日本基督教団

総会がホテルメトロポリタンを会場に開催された。 

今総会の主題は「伝道する教団の建設 － 十字架の贖

いを土台として －」である。 

【議長選挙】 

石橋秀雄(関東教区・越谷)が再選(4期目)された。 

【副議長選挙】 

佐々木美知夫(東海教区・静岡)が再選された。 

【書記】 

雲然俊美(奥羽教区・秋田桜)が議長副議長より推薦さ

れ選任された(再選)。 

【常議員選挙】 

(教職) 保科隆(東北) 藤掛順一(神奈川)  

高橋潤(中部) 岡村愃(大阪) 真壁巌(西東京)   

宮本義弘(東海) 横山良樹(中部) 東野尚志(関東) 

大友英樹(東京) 川崎善三(兵庫) 小橋孝一(東京)  

篠浦千史(四国) 田中かおる(関東) 松井睦(東京) 

(信徒) 望月克仁(神奈川)  鈴木功男(東京)  

佐久間文雄(関東)  稲松善人(東海) 野村敏彦(中部) 

遠藤道雄(東北) 奥山盾夫(東京) 中嶌暁彦(西東京) 

八嶋由里子(東海) 中川義幸(西東京)  

井田昌之(西東京) 物井惠一(東京) 豊川昭夫(関東) 

【総幹事】 

長崎哲夫総幹事が任期4年を終えて退任。今期は後任

の総幹事が選任されるまで道家紀一総務幹事が総幹事

事務取扱になることが決定。 

【出版局長】 

竹澤知代志出版局長が退任、新藤敦氏を承認。 

お知らせ・お願い 

【各個教会関係】 

 聖学院教会「チャペルコンサート」のご案内 

   ―クリスマスオルガンコンサート― 

日時 12月11日(日) 午後1：00～1：45 

会場 聖学院教会礼拝堂（聖学院大学チャペル） 

曲目 バッハ：小フーガト短調、 

主よ人の望みの喜びよ 

レーガー：クリスマス ほか 

演奏 山田康弘(バッハ協会管弦楽団音楽監督) 

▽入場無料、駐車場あります。日曜日ですので、 

    駅からの送迎バスの運行はありません。 

 【問い合わせ】東野尚志(聖学院) ☎048-781-2829 

 

 久美愛教会「クリスマス」のご案内  

①クリスマス合同礼拝コンサート 

日時 12月23日(金) 午後7：00から 

出演 声楽：岡本健志  ピアノ：田村孝陽 

▽クリスマスの讃美歌を歌い、声楽とピアノによ 

る演奏を聴き、クリスマスメッセージを聞きます。 

②クリスマスイブ礼拝 

日時 12月24日(土) 午後3：00から 

▽大人も子どもたちもみんな参加で「聖誕劇」を 

して、主の御降誕を待ち望みながらお祝いします。 

③降誕聖日礼拝 

日時 12月25日(日) 午前10：00から 

▽主の御降誕を祝って礼拝をまもります。 

会場 久美愛教会 

 【問い合わせ】遠藤公義(久美愛) ℡048-873-4566 

 

 桶川伝道所「クリスマス・コンサート」のご案内 

  ①クリスマス・コンサート 

  日時 12月18日(日) 午前10：30～午後1：30 

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 


