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今月の集会案内等 
 【各個教会関係】 

� 桶川伝道所から感謝の報告とお願い 

  ①前月号でお願いした「Ⅰ、Ⅱ編の讃美歌伴奏器」 

は、村越栄二兄(埼玉新生教会員)が故障を直し 

てくださり復旧しました。感謝です。 

尚、予備にも讃美歌21の伴奏器を必要として 

いますので、引き続き求めておりますので、ご 

連絡をお待ちしています。 

②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://okekyo.holy.jp 

埼玉地区のＨＰからリンクされています。 

  ③イースター賛美礼拝＆コンサートのご案内 

   日時 4月16日(日) 午前10：30～午後0：30 

   讃美歌を四つの弦で演奏し、聴き、歌います。 

   入場無料(食事なし)。 

  【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 

� 久喜復活伝道所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://kukihukkatu.holy.jp 

埼玉地区のＨＰからリンクされています。 

【問い合わせ】山野裕子(久喜復活) ☎0480-53-9547 

 

� 東京信徒会「講演会」のご案内 

日時 4月8日(土) 午後1：30～3：00 

会場 富士見町教会ＣＳルーム 

講演 「イエス・キリストの悪魔との三つの戦い 

        ―昨今の世界情勢を読み解く―」 

   講師 阿久戸光晴(聖学院理事長) 

【問い合わせ】鈴木功男(東京信徒会) 

 ℡044-969-2024 

�     4月の予定 
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 「わたしを愛しているか」 

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 

お知らせ・お願い 

【地区関係】 

� 最寄り1区教師会のご案内  

日時 4月24日(月) 午前10：30～午後1：00 

会場 日野原記念上尾栄光教会 

発題 佐々木佐余子牧師（白岡） 

     「１７世紀における幼児洗礼の変遷 

        －ニューイングランドにおいて－」 

会費 1,000円 

 【問い合わせ】川添義和(埼大通り) ℡048-852-2735 

 

✞ 教会全体修養会のご案内 

  日時 8月2日(水)～4日(金) 

  会場 南ヶ丘倶楽部(軽井沢) 

  講師 加藤常昭先生(元鎌倉雪ノ下教会牧師) 

  テーマ 「神の言葉による教会の交わり」 

  ▽「牧師が語る言葉を神の言葉として受容する教 

会」と「人の語る言葉が、神の言葉となる」の 

視座から教会の交わりについて学びましょう。 

  ※教会全体修養会は、2年に一度開催されます。 

ぜひ、今から予定に入れておいてください。 

 【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 

 3日(月) 伝道委員会 

       埼玉新生教会 6：30ｐｍ 

 4日(火) 教会全体修養会委員会 

       埼玉新生教会 6：00ｐｍ 

 5日(水) 教会音楽委員会 

       大宮教会 午後1：00ｐｍ 

11日(火) 教師部委員会 

       埼大通り教会 2：00ｐｍ 

17日(月) 婦人部総会 

       大宮教会 10：00ａｍ 

24日(月) 最寄り1区教師会 

       日野原記念上尾栄光教会 10：30ａｍ 

29日(土) 社会委員会 

       川口教会 10：30ａｍ 

報 告 

【集会参加者数】 

・世界祈祷日 (3月3日) 

1区 (会場：東京聖書学校吉川教会) 104名・22教会 

2区 (会場：毛呂教会)       85名・17教会 

3区 (会場：カトリック熊谷教会)  59名・13教会 

      合計248名・52教会 

教会・教師の動き 

・3月末、上尾使徒教会・松本のぞみ牧師、松本周牧師 

 が辞任されます。 

・3月末、埼玉和光教会・最上光宏牧師が代務を辞任さ 

 れます。 

 

≪5月、6月の情報をお寄せください≫ 

◎ＦＡＸ：048-979-1057 

◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

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 



埼玉地区月報  No.244 (裏面) 

 国府田秀行(上尾使徒) 

なお、教師：野村忠規(東松山)、山岡 創(坂戸いずみ)、 

は2 期4 年を満了しました。 

（３）2017 年度の宣教活動計画 

【主題について】 

主題 「主にある交わりを深めよう」 

聖句 「一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦

しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に

喜ぶのです」(コリントの信徒への手紙一 12 章26 節) 

【活動について】 

①最寄り区の活動の充実と共に、組織の強化を図りま

す。教師委員会が核になって、最寄り区の教会の交わ

り、連帯を図ります。 

②全体修養会があり、新年合同礼拝を開催します。 

③2016 年度に開催した小規模教会（現住陪餐会員 20

名未満）が中心となる伝道協力協議会を受けて、教会

間の協力、伝道支援を進めます。 

（４）2017 年度地区一般会計予算 

①地区分担金は2016 年度より8万3千円増額とした。 

②支出項目と予算額は基本的に2016年度と同様です。 

今回の議事進行の関係で、午後2 時半ころに地区委

員選挙以外の議事がすべて終わり、開票結果を待つだ

けとなってしまいました。期せずして、集票作業の終

了を待つ30分ほど、伝道や地区の在り方に対する意見

交換の時間となりました。地区委員長、副委員長、フ

ロアから貴重な意見が出されて、良い時間であったと

思いました。 

 埼玉地区は61の教会・伝道所があり、他の地域では

一つの教区に匹敵する規模なので、各教会が、自分た

ちが今どのような状況にあるか発信しなければ、互い

に知り合うこともなかなかできないと思います。今年

度の活動計画では、教師委員会に期待されているとこ

ろが大きいですが、そのような執り成しの働きも必要

だと思います。地区規則にあるとおり「地区内諸教会・

伝道所の一致と連帯の強化に努め、福音の前進に仕え

ることを目的とする」地区であり続けていくことがで 

 

 

きますように、これからも祈り、奉仕します。 

報告：金田佐久子(西川口牧師、ＨＰ委員) 

2017 年度地区委員会組織 

地区総会終了後、2017年度第1回地区委員会が開催さ

れ、地区委員の役割・分担が次の通り決定しました。 

委 員 長 川染 三郎（鴻巣・教職） 

副委員長 小林 眞（岩槻・教職） 

書  記 末 永廣（小川・教職） 

会  計 国府田 秀行（上尾使徒・信徒） 

補助書記 川口 孝弘（埼玉新生・信徒） 

補助会計 町田さとみ（初雁・教職） 

大坪 直史（熊谷・教職）、久保島 秦（東大宮・教職）、

指方 周平（東所沢・教職）、大熊 眞弓（東京聖書学校

吉川・信徒）、栗原 初音（浦和別所・信徒） 

【2017年度地区委員担当・役割分担】 

伝  道 久保島 秦 

教  育 指方 周平 

社  会 小林 眞 

教  師 町田さとみ 

地区通信 大熊 眞弓 

Ｈ  Ｐ 大坪 直史 

修 養 会 末 永廣 

壮 年 会 未定 

婦 人 部 栗原 初音 

青 年 会 指方 周平 

障 教 懇 未定 

教会音楽 川口 孝弘 

埼 宗 連 竹内 紹一郎(委嘱) 

・連絡係 町田さとみ 

同 宗 連 竹内 紹一郎(委嘱） 

・連絡係 町田 さとみ 

川越少年刑務所教誨師 山岡 創(委嘱） 

・連絡係 町田 さとみ 

カルト問題 白石 多美出(委嘱） 

・連絡係 小林 眞 

報告：埼玉地区総会 

2017年3月20 日(月)、上尾合同教会を会場として、

2017 年度の埼玉地区総会が開催されました(午前 9 時

30 分～午後 3 時 30 分)。開会礼拝の説教者は、3 月

末で大宮教会を辞任される疋田國磨呂牧師でした。説

教題は「舟の右側に網を打ちなさい」（ヨハネによる福

音書 21 章１節から 14 節）。疋田先生は、29 年間大宮

教会で伝道・牧会されました。その経験をふまえなが

ら、「復活の主イエスは岸に立っておられる。何もとれ

なかった弟子たちに、『舟の右側に網を打ちなさい。そ

うすればとれる』と言ってくださる。主に、『どこが舟

の右側なのでしょうか』と問いながら、主の声に聴き

従っていくことである」と説き明かしてくださいまし

た。感謝です。 

 議長は川染三郎牧師(鴻巣・地区委員長)でした。出

席者は開会時点で正議員140名のうち100 名でした。 

礼拝献金総額は103,885円でした。 

主な議案について報告します。 

（１）地区委員長選挙結果 

川染三郎（鴻巣・再） 

・予備選挙の投票総数104票・白票1票・無効1票 

・本選挙投票総数103票・白票2票・無効0票 

（２）地区委員選挙(半数改選)結果 

教師：大坪直史(熊谷・新)、指方周平(東所沢・新)、 

小林 眞(岩槻・新) 

・予備選挙の投票総数294票・白票21票・無効2票 

・本選挙の投票総数279票・白票16票・無効5票 

信徒：大熊真弓(東京聖書学校吉川・新) 

川口孝弘(埼玉新生・再) 

・予備選挙の投票総数196票・白票17票・無効6票 

・本選挙の投票総数188票・白票16票・無効4票 

留任は、教師：久保島泰(東大宮)、末 永廣(小川) 、

町田さとみ(初雁)、信徒：栗原初音(浦和別所)、 
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