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今月の集会案内等 
 � 岩槻幼稚園創立100周年記念式典のご案内  

日時 3月18日(土) 午後1：00～3：30 

会場 岩槻教会礼拝堂及び幼稚園舎 

記念礼拝説教者 伊藤瑞男牧師(元岩槻教会) 

記念講演 峯真人先生(園医、小児科医師) 

▽ご自由にご出席くたざい。 

  【問い合わせ】小林眞(岩槻) ℡048-756-0468 

 

� 武蔵豊岡教会のＨＰがリニューアルアップ 

  地区ホームぺージ委員会のご協力を得て、新しい 

  ホームぺージになりました。パソコン・スマホ等 

  の端末に合わせて画面構成がされていますので、

どの端末でも見やすくなっています。 

  ＵＲＬは以下です。埼玉地区のホームページから 

  もリンクされています。 

  http://musashitoyooka.holy.jp/ 

  旧会堂・新会堂・建築時の会堂の写真もご覧いた 

だけます。 

なお、昨年12月に発行された書籍「日本の最も 

美しい教会」(八木谷涼子著、エクスナレッジ発 

行)で武蔵豊岡教会の建物が紹介されています。 

こちらも是非ご覧ください。 

【問い合わせ】栗原清(武蔵豊岡) ☎0493-72-4904 

 

� 桶川伝道所「賛美礼拝＆コンサート」のご案内他 

  日時 3月19日(日) 午前10：30～午後1：30 

  会場 桶川伝道所 

  演奏 チェロ、ピアノ、ヴァイオリン 

  昼食 300円、入場無料 

 ※「讃美歌伴奏器」をお譲りください 

  家庭集会、祈祷会で使っているものが壊れ、修理 

  に出さねばならず、緊急に必要となりました。 

  もし、教会・個人で使用されていない讃美歌Ⅰ編 

  Ⅱ編、讃美歌21のいずれかの伴奏器がありまし 

  たらお譲り下さい。すぐに取りに伺います。 

  【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

�     3月の予定 
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。 

世界祈祷日の献金はＷＤＰを通して式文作成国 

    の女性達の活動のため、国内外の女性達の働き 

   のために、捧げられます。 

 【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 

  開会礼拝 疋田國磨呂牧師(大宮) 

  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 

  ▽配布資料がある場合は事前にご連絡ください。 

 【問い合わせ】末 永廣(小川) ☎0493-72-4904 

お知らせ・お願い 

【各個教会関係】 

✞ 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 

 3日(金) 世界祈祷日 

       各会場 10：30ａｍ 

13日(月) 最寄り2区教師会 

       毛呂教会 10：30ａｍ 

17日(金) 地区総会準備会 

       上尾合同教会 2:00ｐｍ 

20日(月) 地区総会 

       上尾合同教会 9：30ａｍ  

教会・教師の動き 

・3月末、飯能教会・土橋誠牧師が辞任されます。 

・3月末、大宮教会・疋田國磨呂牧師、疋勝子牧師が辞 

任されます。 

・3月末、愛泉教会・疋田義也牧師が辞任されます。 

報 告 

【集会参加者数】 

・ＣＳ教師研修会 (1／28)   45人・14教会 

・三区合同教師会 (1／30)    40人・33教会 

・青年部冬の集い (2／4)    20人・8教会 

・信教の自由と平和を求める2・11集会 (2／11) 

                80人・25教会 

・壮年部総会 (2／19)     17人・9教会 

来月の集会案内等 

4月17日(月) 婦人部総会 

  時間 午前10：00～12：00 

  会場 大宮教会 

  礼拝説教 大坪園子牧師（熊谷） 

   ▽2017年度の主題「キリストの愛に応え、福音の 

  希望に生きる」-ヨハネによる福音書を学びつつ- 

  【問い合わせ】酒井博子(浦和東) ☎048-970-1090 

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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 議事 

1．次年度の活動計画と日程の調整 

2．次年度の委員構成 

(常設委員会は委員の在年年数確認) 

3．予算案もしくは地区交付金についての要望 

4．その他、地区への要望・意見等 

5．各委員会各部等の地区総会活動報告提出の再依頼と

報告書式確認。 

閉会祈祷 末永廣 

 

2017年度の活動計画として、各委員会各部とも例年

通りの行事を予定していました。修養会は2年に一度 

の開催で今年は8 月 2日(水)～4 日(金)に開催されま

す。また、新年合同礼拝(2018 年1月8日)は1区、2

区、3区合同礼拝となります。 

交付金の要望としては、伝道委員会が新たに「教会

伝道協力ボランティア」を実施する為、3 万円の増額

が出されました。他は、全て前年度と同額でした。 

地区への要望として、地区通信委員を地区委員会で

選んで欲しい、また教会音楽委員会が奏楽者を他教会

へ派遣した場合、その後の報告をして欲しいとの要望

がありました。 

2017年度も主にある一致と連帯のもと、常に主のみ

声に聞き従いながら、福音の前進に仕える地区となれ

ますようお祈りいたします。 

2017年度の各委員会各部の主な行事予定と日程 

【地区委員会】 

新年合同礼拝     2018年1月8日(月・祝) 

地区総合協議会    2018年2月 

【伝道委員会】  

役員・伝道委員研修会 2017年7月9日(日) 

伝道と賛美の集い   2017年10月 

【教育委員会】 

中・KKSキャンプ  2017年8月14日(月)～16日(水) 

秋の中・KKSフェスタ  2017年9月24日(日) 

ＣＳせいと大会    2017年10月9日(月・祝) 

 

 

【社会委員会】 

環境問題講演会  2017年7月16日(日) 

８・１５集会    2017年8月15日(火) 

２・１１集会    2018年2月11日(日・祝) 

【教師委員会】 

教師一泊研修会   2017年7月10日(月)～11日(火) 

【教会全体修養会】 

教会全体修養会  2017年8月2日(水)～4日(金) 

【地区通信委員会】 

2017年7月、11月、2018年3月に発行 

【ホームページ委員会】 

第16回ＩＴ祭り  2017年6月18日(日) 

【障教懇(アーモンドの会)】 

第22回障教懇   2017年9月18日(月・祝)  

【教会音楽委員会】 

春の講習会     2017年6月10日(土) 

秋の講習会    2017年10月21日(土)又は28日 

【壮年部】 

研修会      2017年11月19日(日) 

総会       2018年2月18日(日) 

【婦人部】 

総会       2017年4月17日(月) 

教区教会婦人会総会・研修会  

2017年6月1日(木)～2日(金) 

全体研修会    2017年7月3日(月) 

もより婦人研修会 2017年10月～11月 

世界祈祷日    2018年3月2日(金) 

【青年部】 

春の集い     2017年6月 

KKS合同キャンプ 2017年8月14日(月)～16日(水) 

冬の集い     2018年2月 

【埼玉同宗連】 

研修会      2017年6月、9月 

【埼玉県宗教連盟】 

講演会      2017年6月 

平和の祈り    2017年7月 

お知らせ・お願い 

【地区関係】 

� 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 

 

【関東教区関係】 

�「東日本大震災」被災教会・被災地を覚える主日と 

記念礼拝のご案内  

◎「東日本大震災』被災教会・被災地を覚える主 

日は3月12日(日)です。この日の礼拝におい 

て被災教会と被災地を覚え、震災からの復興を 

祈りましょう。そして、可能であれば、礼拝献 

金を「関東教区東日本大震災被災支援募金」に 

お献げください。 

  ◎記念礼拝は、3月11日(土)、午後1：30から 

   水戸中央教会にて開催されます。説教は秋山徹 

   教区総会議長されます。 

報告：地区総合協議会 

2017年2月14日(火)、午後7時より埼玉新生教会を

会場として、2017 年度の埼玉地区の各委員会各部の活

動計画及び委員名簿の発表と行事日程の調整等を行な

う「地区総合協議会」が開催されました。 

出席者16名 

開会祈祷 川染三郎 
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