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1 月の予定

9 日(月) 地区新年合同礼拝
各会場 10：30ａｍ
15 日(日) 壮年部委員会
上尾合同教会 2：30ｐｍ
社会委員会
川口教会 3：00ｐｍ
16 日(月) 伝道委員会
埼玉新生教会 6：30ｐｍ
17 日(火) 地区委員会
埼玉新生教会 5：00ｐｍ
18 日(水) 教会音楽講習会
埼玉新生教会 0：00ｐｍ
22 日(日) ホームぺージ委員会
西川口教会 6：00ｐｍ
23 日(月)～24 日(火) アーモンドの会委員会
軽井沢・すずかる荘
23 日(月) 婦人部委員会
西川口教会 10：00ａｍ
28 日(土) ＣＳ教師研修会
埼玉和光教会 10：30ａｍ
30 日(月) 三区合同教師会
東大宮教会 10：30ａｍ

報 告

(最寄り婦人研修会)

【参加数、参加教会数】 合計 251 名・48 教会
１区 西川口教会
４３名
６教会
２区 浦和東教会
４５名
７教会
３区 愛泉教会
４０名
８教会
４区 西上尾教会
１９名
７教会
５区 鳩山伝道所
３２名
８教会
６区 初雁教会
４３名
９教会
７区 行田教会
２９名
４教会
最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。

今月の集会案内等
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

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

来月の集会案内等
2 月 11 日(土) 信教の自由と平和を求める 2・11 集会
時間 午前 10：00～午後 0：50
会場 上尾合同教会
講師 薛 恩峰(しゅえ えんふぅん)氏
(桜美林大学チャプレン)
演題 「社会主義国家を生きるキリスト者」
～中国の教会と信教の自由～
会費 500 円
▽礼拝、講演会の後、午後 0：20 から講師を囲
んでの懇談会もあります。
【問い合わせ】後藤龍男(和戸) ☎0480-22-2424

1 月 28 日(土) ＣＳ教師研修会
≪月報がメールで受け取れます≫
時間 午前 10：30～午後 2：00
ご希望の方は、お名前と教会名そして「月報希望」と
会場 埼玉和光教会
書いて下記のメールまで送信してください。
テーマ 「障がい児と教会教育」
【申し込み＆問い合わせ先】iwasa@bb.mbn.or.jp
講師 小関京子氏(武蔵豊岡教会員)
岩佐浩一(上尾合同)
主催 教育委員会
▽昼食持参してください。教会学校教師・スタッ
≪2 月、3 月の情報をお寄せください≫
フ以外の方も、ぜひご参加ください。
◎ＦＡＸ：048-979-1057
ＣＳ教師研修会は 2 年に一度開催しています。
◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330
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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お知らせ・お願い
【各個教会関係】
 桶川伝道所「賛美礼拝＆ニューイヤーコンサート」
のご案内
日時 1 月 15 日(日) 午前 10：30 から
会場 桶川伝道所
演奏 アンサンブルアトーレ
(ピアノ連弾、チェロ、ヴァイオリン、
ヴィオラ)
お話 西上信義牧師(本庄旭)
食事 300 円(3・11 東日本大震災被災地へ)
▽入場無料
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921
✞「川口がん哲学カフェ『いずみ』開所記念講演会」
のご案内
日時 1 月 28 日(土) 午後 1：00～4：00
（受付 午後 0：30）
会場 西川口教会
講演 「がん哲学外来へようこそ」
－明日この世を去るとしても、今日の花に水
をあげなさい－
講師 樋野興夫先生
(一般社団法人「がん哲学外来」理事長)
(順天堂大学医学部病理・腫瘍学教授)
主催 川口がん哲学カフェ世話人会
申込 メールまたは FAX にて
FAX：048-258-6630（担当：金田佐久子）
メール：kawaguchiizumicafe@outlook.jp
(川口がん哲学カフェ専用メールです)
▽入場無料
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎090-8494-6316

 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
 越谷教会「第 5 回教会セミナー」のご案内
日時 2 月 19 日(日) 午後 0：20～2：00
会場 越谷教会
第 1 部「第 18 回信仰の先輩に聞く」
お話 田坂邦彦兄
第 2 部「知っているようで意外と知らない
キリスト教葬儀と墓の問題について学ぶ」
講師 奥田幸平氏(埼玉新生教会員)
(キリスト教専門葬儀社 ㈱輝 )
【問い合わせ】越谷教会 ☎048-962-2743
【地区関係】
 地区総合協議会の日程表提出のお願い
2017 年 2 月 14 日(火)、午後 7 時から、埼玉新生
教会で来年度の埼玉地区の各委員会・各部の行事
日程を調整する地区総合協議会が開催されます。
各委員会・各部の代表の方は、ご出席をお願いい
たします。地区総合協議会で、時間を短縮する為、
事前に各委員会・各部の来年度の委員会日程・行
事日程・委員名簿を地区書記までメールで送り、
地区書記がまとめて総合協議会の当日に 2017 年
度の地区日程表を配布し協議することになってお
ります。そこで、
「2017 年度日程と委員名簿(ワー
ド)」に記入して下記までメールで送って下さいま
すようお願い致します。締切期限は 1 月 31 日(火)
です。送付先 末 永廣(地区書記・小川教会)
メール：ogawasue471@yahoo.co.jp
【問い合わせ】末 永廣(小川) ☎0493-72-4904

 最寄り 3 区教師会のご案内
日時 2 月 13 日(月) 午前 10：30～午後 2：00
会場 行田教会
礼拝 清水与志雄牧師(行田)
発題 西上信義牧師(本庄旭)
テーマ「わたくしたちの本庄旭教会と共に歩んで
ください。
」
・20 名の教会員の方々、15 名の小児会員の方々、
20 名の求道者の方々と共に生きます。
・わたしたちの教会の礼拝・伝道・相互牧会が生
かされます。
・次の時代へ歩んでゆける信仰の群れを形成しま
す。
▽出欠を４日前までに清水牧師(行田)まで FAX で
お知らせください。FAX：048-554-8969
【問い合わせ】舟生康雄(加須) ☎0480-65-3447
「インターＦＡＸ」の利用に関してのお願い
埼玉地区では、緊急連絡網として、ＦＡＸで地区
内全ての教会に一度に送信できる「インターＦＡ
Ｘ」を導入しています
現在、主に災害などの緊急連絡時に使用していま
すが、各教会で葬儀関係等、至急地区内全ての
教会へ連絡したい時は、地区書記の末までご連絡
下さい。また各区単位で送ることも出来ます。
各委員会の集会案内で使用する場合のみ、費用は
各委員会負担になります。A4 サイズ 1 枚で、地
区内全ての教会へ送る場合は 1,800 円です。
区毎は教会数×30 円です。
尚、送る内容文は FAX ではなくて、必ずメールに
添付して、末まで連絡してください。
メール：ogawasue471@yahoo.co.jp
【問い合わせ】末 永廣(小川) ☎0493-72-4904
【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
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