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今月の集会案内等 
 

お知らせ・お願い 

☃     2月の予定 
2月4日(土) 青年部「冬の集い」 

          ～オープンサンドでの交わり～ 

時間 午前11：30～午後2：30 

  会場 狭山教会 

内容 開会の祈り、食事、礼拝 

参加費 なし  （礼拝献金有）   

申込 参加人数把握の為、2月3日(金)までに、 

      FAX(04-2965-4348 武蔵豊岡教会牧師館) 

      でお申し込み頂けると幸いです。 

      また、当日参加も歓迎です。 

   ▽青年だけでなく新高校3年(現高校2年)から参 

加可能 

  【問い合わせ】森淑子(狭山) ☎04-2954-8131 

 

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 

 

2月19日(日) 壮年部総会 

時間 午後2：30から (受付開始 午後2：00) 

  会場 岩槻教会     

開会礼拝 大坪直史牧師(熊谷)  

  議案 活動報告、決算報告、活動計画、予算案等 

  ▽各教会・伝道所の壮年の方、ぜひご出席下さい。 

 【問い合わせ】松下充孝(大宮) ☎048-652-0543 

【各個教会関係】 

� 日野原記念上尾栄光教会のホームぺージが開設 

  教団の伝道支援金を活用し、地区のホームぺージ 

委員会の協力によって教会のホームぺージを開 

設出来ました。有難うございました。 

ＵＲＬは以下です。 

http://ageoeikou.holy.jp/ 

埼玉地区のＨＰからリンクされています。 

【問い合わせ】長橋和彦(日野原記念上尾栄光) 

 ☎048-722-3471 

� 川口教会「ヴァイオリンとチェロのひととき」の 

  ご案内 

日時 2月4日(土) 午後3：00から 

会場 川口教会 

▽第85回日本音楽コンクール優勝者によるバッ 

ハをお楽しみ下さい。入場無料。 

主催 さくらそう保育園  

 【問い合わせ】柿原雄司(川口) ☎090-6340-7837 

 

� 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 

 

≪3月、4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。 

◎ＦＡＸ：048-979-1057 

◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

 4日(土) 青年部「冬の集い」  

狭山教会 11：30ａｍ 

 6日(月) 教師委員会 

       国際愛伝道所 11：00ａｍ 

11日(土) 信教の自由と平和を求める2・11集会 

       上尾合同教会 10：00ａｍ 

13日(月) 最寄り3区教師会 行田教会 10：30ａｍ 

14日(火) 地区総合協議会  埼玉新生教会 7：00ｐｍ 

17日(金) 地区委員会    埼玉新生教会 5：00ｐｍ 

19日(日) 壮年部総会     岩槻教会 2：30ｐｍ 

来月の集会案内等 

3月3日(金) 世界祈祷日  (婦人部活動) 

  時間 午前10：30～12：00（受付：午前 10：00） 

会場 1区：東京聖書学校吉川教会  

(事務：シャロンのばら教会) 

2区：毛呂教会 

3区：カトリック熊谷教会(事務：熊谷教会） 

▽主催ＮＣＣ日本キリスト教協議会(女性委員会) 

ＷＤＰより送られて来る原案をもとに、日本語 

式文を作成し配布しています。 

 【問い合わせ】酒井博子(浦和東) ☎048-970-1090 

 

3月20日(月・祝) 地区総会 

  時間 午前9：30～午後3：30 

  会場 上尾合同教会 

  内容 地区委員長選挙、地区委員選挙、各委員会 

各部報告、予算決算、地区宣教活動計画等 

  ▽教会の信徒議員を各教会・伝道所の役員会で 

   選任しておいて下さい。議員登録のはがきの 

   締切は2月11日(土)到着 

 【問い合わせ】末 永廣(小川) ☎0493-72-4904 

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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 【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。なお、現住陪餐 

会員20名以下の教会・伝道所は教団の伝道支援金 

をご利用できます。 

  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） 

※現住陪餐会員20名以上の場合、製作費は教会 

 の実費となります。 

  【問い合わせ】田中かおる(安行) ☎048-296-4002 

 

� 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。」 

  ▽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 

 

� 最寄2区教師会のご案内  

日時 3月13日(月) 午前10：30～午後2：00 

会場 毛呂教会 

礼拝 澁谷弘祐牧師(毛呂) 

発題 土橋橋誠牧師(飯能) 

▽昼食会(森先生の手作りの美味しいお弁当の準

備)があります。準備の都合上、出席を3月9日

(木)までに指方までお知らせください。 

FAX 04-2945-5169又 ht_kyoukai@r7.dion.ne.jp 

【問い合わせ】指方周平(東所沢) ☎04-2945-5169 

 

 

� 地区総合協議会のご案内 

  各委員会・各部等の代表者の方、下記の件で協議 

  しますので、よろしくご参加ください。 

  日時 2月14日(火) 午後7：00から 

  会場 埼玉新生教会 

  内容 各委員会・各部等の次年度の委員編成、計 

     画と日程、委員会日程、予算等を協議調整。 

▽各代表者の方は、当日必ず次年度の委員構成、 

   委員会日程、行事日程を25部ご提出ください。 

   常設委員会は、委員の任期(例：2期1年目)を 

必ず明記して下さい。夕食はありません。 

※会計決算で残金がある場合は地区会計へ戻して 

いただきますのでご持参下さい。 

  【問い合わせ】末 永廣(小川) ☎090-1854-5602 

 

� 地区総会報告書提出のお願い 

各委員会・各部等の代表者の方は、地区総会に向 

  けて年度報告をご提出ください。 

書式：Ａ4、余白(上下左右20ミリ)、40行、 

    1行／45字、10.5ポイント 明朝、 

  タイトルは 16ポイント ゴシック 

  提出期限 2月15日(水) 

  ▽地区書記・末永廣までご提出ください。 

提出はメールのみの提出となります。報告書を 

メールで添付してください。なお、必ず一度 

プリントアウトして間違いがないか確認して 

からご提出ください。宜しくお願いします。 

   メール：ogawasue471@yahoo.co.jp 

【問い合わせ】末 永廣(小川) ☎0493-72-4904 

報 告 

【新年合同礼拝参加者数】 (1月9日) 

 1区 会場：埼玉新生教会 111名・22教会 

 2区 会場：武蔵豊岡教会 131名・19教会 

 3区 会場：熊谷教会    68名・15教会 

合計  310名・56教会 

お知らせ・お願い 

【各個教会関係】 

� 子どもと礼拝セミナーの案内  

日時 2月25日(土) 午前10：30～午後4：30 

会場 上尾合同教会 

内容 午前10：30～12：00  認定コース講習   

      午後1：30～4：00 礼拝と講演、教材製作 

費用 1,000円(学生500円、子ども無料)と 

材料費1,200円  

申込 田中かおる(安行) Tel/Fax 048-296-4002 

      岩佐いずみ(上尾富士見幼稚園) 

℡048-775-0517) 

 【問い合わせ】田中かおる(安行) ☎048-296-4002 

 

✞ 飯能教会「創立70周年記念礼拝と記念祝会」の 

 ご案内 

日時 3月12日(日) 

会場 飯能教会 

記念礼拝 午前10：30～(主日礼拝として献げる) 

    記念祝会 午後2：00～4：00  

(開会祈祷式と祝会) 

記念礼拝説教者 土橋誠牧師(飯能) 

【問い合わせ】土橋誠(飯能) ☎042-972-2511 

 

【地区関係】 

☺ 女性教職・牧師夫人会のご案内 

  日時 2月7日(火) 午前10：00～午後2：00 

  会場 熊谷教会 

  礼拝 温井節子牧師(秩父) 

  講師 大坪園子牧師(熊谷) 

  ▽今年は3区の担当です。賛美に溢れた講演・礼 

   拝、お交わりを楽しみにお出で下さい。 

【問い合わせ】竹内成子(深谷西島) ☎048-575-2723 

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 


