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6 月の予定
3 日(土)～5 日(月) アジア学院生ホームステイ 各家庭
11 日(日) 社会活動委員会・社会委員会
川口教会 2：30ｐｍ
青年部「春の集い」 狭山教会 3：00ｐｍ
18 日(日) 第 16 回ＩＴ祭り 埼玉新生教会 3：00ｐｍ
熊江秀一牧師、熊江知恵牧師就任式
大宮教会 3：00ｐｍ
アーモンドの会委員会
埼玉新生教会 4：00ｐｍ
20 日(火) 教育委員会
狭山教会 6：30ｐｍ
26 日(月) 婦人部委員会
大宮教会 10：00ａｍ
【関東教区の主な予定】
1 日(木)～2 日(金) 教区教会婦人会連合総会・修養会
26 日(月)～27 日(火) 教区「開拓伝道協議会」

今月の集会案内等
6 月 11 日(日）青年部「春の集い」
時間 午後 3 時から
会場 狭山教会
内容 製作（プラバン）
・軽食と交わり・礼拝
参加費 無料
▽青年の参加をお待ちしております。
【問い合わせ】森淑子(狭山) ☎04-2954-8131
6 月 18 日(日) 大宮教会・熊江秀一牧師、熊江知恵牧
師就任式
時間 午後 3：00 から
会場 大宮教会
司式 秋山徹牧師(関東教区議長)
▽公共交通機関をご利用ください。
式後、茶菓の準備をしております。
【問い合わせ】熊江秀一(大宮) ☎048-641-6148
最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。

6 月 18 日(日) 第 16 回ＩＴ祭り
時間 午後 3：00～5：00
会場 埼玉新生教会
講演 『メディア伝道の可能性を探る（パート 6）
』
－「中の人」が語る、メディア伝道の
難しさ、そしてその喜び－
講師 長倉崇宣氏(キリスト教放送局日本 FEBC)
特別ゲスト 小池与之祐牧師
(神の愛キリスト伝道所)
主催 ホームページ委員会
後援 伝道委員会
▽講演の他に、埼玉地区でホームページを開設し
ている教会の現状を報告して頂く予定です。
ホームページを開設している教会の担当者は
ぜひ出席して下さるようお願い致します。
▽フリーマーケットも同時開催します。
時間 午後 2：30～3：00 午後 5：00～5：30
フリーマーケットへ出品しよう！！ご希望の方
は、6 月 11 日までに、埼玉新生教会・中村眞牧
師(☎048-852-1379)まで申込み下さい。
※駐車場の用意あります。
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379

教会・教師の動き
○ 5 月 14 日、本庄教会・疋田國磨呂牧師の就任式(主
任担任教師)が行われました。

来月の集会案内等

7 月 8 日(土) 2017 年度第 1 回教会音楽講習会
時間 午後 1：30～4：00
会場 埼玉新生教会
講師 小田部進一先生(玉川大学文学部教授)
テーマ「ルターの宗教改革と讃美歌」
内容 ルターの生涯と思想、宗教改革についての
お話を聴き、
「讃美歌 21」収録のルターの
コラール全 10 曲を参加者全員で歌います。
参加費 500 円
【問い合わせ】吉田みち子(埼玉新生) ☎048-853-5867
7 月 9 日(日) 役員・伝道委員研修会
時間 午後 3：00～5：00
会場 埼玉新生教会
テーマ 「埼玉の伝道」
講師 田中かおる牧師(安行教会)
(教団伝道推進室)
分団討議 「わたしの教会の伝道」
、
「今、こんな伝道をしてみたい」
【問い合わせ】久保島泰(東大宮) ☎048-684-5323
7 月 10 日(月)～11 日(火) 教師一泊研修会
時間 10 日 午後 5：00～11 日 正午
※開始時間が昨年と同じく午後 5 時です。
会場 別所沼会館 ヘリテイジ浦和
主題 「地の果てまで福音を！」
講師 大串眞牧師(千葉北総教会)
費用 全出席 7,000 円 講演のみ 2,000 円
部分参加 3,500 円(夕食込)[参加費補助有]
申込 FAX にて 6／20 迄に、専用用紙(後日配布)
で、竹内紹一郎牧師(深谷西島)まで
FAX：048-575－2723(電話兼用）
【問い合わせ】川添義和(埼大通り) ☎048-852-2735
≪7 月、8 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。締切は毎月 20 日。
FAX：048-979-1057 Mail：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp

7 月 3 日(月) 婦人部全体研修会
時間 午前 10：00～午後 2：30
会場 大宮教会
礼拝説教 江田めぐみ牧師(越生)
主題 「人物で読もう出エジプト記」
講演Ⅰ 「モーセとその時代の女性たち」
講演Ⅱ 「モーセとアロン」
講師 大島力先生(青山学院大学教授・宗教部長)
【問い合せ】森生郁代(所沢武蔵野) ☎090-6934-2740
http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/
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来月の集会案内等
7 月 16 日(日) 環境問題講演会
時間 午後 3：00 から
会場 川口教会
講演 「原発その後」
講師 平沢功牧師(北千住教会)
【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039
7 月 16 日(日) 上尾使徒教会・武井アイ子牧師就任式
時間 午後 3：00 から
会場 上尾使徒教会
司式 熊江秀一牧師
【問い合わせ】武井アイ子(上尾使徒) ☎048-774-1613

お知らせ・お願い
【地区関係】
アジア学院生ホームステイのお知らせ
6 月 3 日(土)～5 日(月) (地区婦人部活動)
アジア学院ホームステイの受入れは下記の方が
ご奉仕下さいます。感謝してお祈りの内にお覚え
下さい。
・高﨑和子姉(所沢みくに教会) 2 名
・高橋康子姉(桶川伝道所) １名
【問い合せ】森生郁代(所沢武蔵野) ☎090-6934-2740

桶川伝道所「アジア学院生を囲んで英語礼拝＆コン
サート」のご案内
日時 6 月 4 日(日) 午前 10：30～午後 0：20
会場 桶川伝道所
メッセージ 高橋悦子牧師(桶川)
▽イースター、ペンテコステの楽曲を弦楽四重奏
で歌います。入場無料。
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921
埼玉新生教会「ピンポン大会」のお知らせ
日時 6 月 10 日(土) 午後 1 時から
会場 埼玉新生教会
▽飛び入り参加歓迎いたします。
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379
北本教会「チャペルコンサート」のご案内
“ヴィオラとピアノの調べ”
日時 6 月 10 日(土) 午後 2：00 から
会場 北本教会
演奏 ヴィオラ：村上信晴
ピアノ：村上理恵
入場料 大人 500 円、中学生以下無料
【問い合わせ】北本教会 ☎048-591-1558
桶川伝道所「あじさいチャリティーコンサート」
のご案内
日時 6 月 17 日(日) 午後 2：00 から
会場 桶川伝道所
出演 アンサンブル・アルート
ピアノ：赤羽真由美 チェロ：吉沢いづみ
ヴァイオリン・ソプラノ：下公子
曲目 アイ・ガット・リズム、キャラバンの到着
いつか美しい日のように、愛の小路他
入場料 大人 1,200 円 小学生 600 円
▽壁面外装工事のためのチャリティーコンサート
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921

【各個教会関係】
大宮教会「新会堂完成記念チャペルコンサート」
のご案内
日時 ７月 8 日(土) 午後 2：00 (開場午後 1：30)
会場 大宮教会
出演 森祐理(福音歌手)
入場料 一般 1,000 円 小・中学生 500 円
未就学児無料
【問い合わせ】大宮教会 ☎048-641-6148
七里教会「創立 30 周年記念礼拝・祝会」のご案内
日時 7 月 9 日(日)
①記念礼拝 午前 10：30～12：00
②祝会 午後 12：30～2：00
会場 七里教会
説教者 小池与之祐牧師(神の愛キリスト教会）
【問い合わせ】小林則義(七里) ☎048-685-3701
【関東教区関係】
関東教区教会婦人会連合総会・修養会のご案内
日時 6 月 1 日(木)～2 日(金)
会場 大洗ホテル(茨城県)
開会礼拝 二宮めぐみ牧師(常陸大宮伝道所)
講演 「キリスト者は終わりをどう生きるか
－ コヘレトに聴きながら －」
講師 小友聡先生(東京神学大学教授)
【問い合せ】森生郁代(所沢武蔵野) ☎090-6934-2740

関東教区「開拓伝道協議会」のご案内
【各個教会関係】
日時 6 月 26 日(月)～27 日(火)
☺ 越谷教会第 7 回他教会訪問ツアーのお知らせ
会場 守谷伝道所
日時 6 月 3 日(土) 午前 10：00 から
主題 「やすらぎの地を求めて」
訪問先 西川口教会
講師 若月健悟牧師(守谷伝道所)
▽2 年に一度近隣の教会を訪問しています。今年
宿泊 オークラフロンティアホテルつくば
は西川口教会を訪問しその後川口市内の観光を
会費 11,000 円（1 泊 2 日、食事・宿泊費他）
します。お祈りの内にお覚え頂ければ幸いです。
【問い合わせ】竹内紹一郎(深谷西島) ☎048-575-2723
【問い合わせ】越谷教会 ☎048-962-2743
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