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7 月の予定
3 日(月) 婦人部全体研修会
大宮教会 10：00ａｍ
婦人部委員会
大宮教会 研修会終了後
8 日(土) 2017 年度第 1 回教会音楽講習会
埼玉新生教会 1：30ｐｍ
教会音楽委員会
埼玉新生教会 講習会終了後
9 日(日) 役員・伝道委員研修会
埼玉新生教会 3：00ｐｍ
10 日(月)～11 日(火) 教師一泊研修会
別所沼会館 ヘリテイジ浦和 5：00ｐｍ
11 日(火) 教師委員会
別所沼会館 ヘリテイジ浦和 終了後
11 日(火) 地区委員会
埼玉新生教会 5：00ｐｍ
16 日(日) 東京聖書学校吉川教会・
湯目瑞枝伝道師、原田のぞみ牧師就任式
東京聖書学校吉川教会 10：30ａｍ
壮年部委員会
埼玉和光教会 2：30ｐｍ
環境問題講演会
川口教会 3：00ｐｍ
上尾使徒教会・武井アイ子牧師就任式
上尾使徒教会 3：00ｐｍ
18 日(火) 教育委員会
狭山教会 6：30ｐｍ
23 日(日) 飯能教会・木村光寿伝道師就任式
飯能教会 3：00ｐｍ
【関東教区の主な予定】
17 日(月) 関東教区の宣教を考える集い
大宮教会 10：15ａｍ
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
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
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 16 日(日) 東京聖書学校吉川教会・
湯目瑞枝伝道師、原田のぞみ牧師就任式
時間 午前 10：30 から (礼拝に続いて)
会場 東京聖書学校吉川教会
司式 秋山徹牧師(関東教区常置委員)
【問い合わせ】東京聖書学校吉川教会☎048-982-7616
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(関東教区常置委員)
【問い合わせ】武井アイ子(上尾使徒) ☎048-774-1613
7 月 23 日(日) 飯能教会・木村光寿伝道師就任式
時間 午後 3：00 から (受付 午後 2：30)
会場 飯能教会
司式 東野尚志牧師(関東教区総会議長)
【問い合わせ】木村光寿(飯能) ☎042-972-2511

教会・教師の動き
〇 関東総会で木村光寿師(飯能教会)、湯目瑞枝師(東
京聖書学校吉川教会)、塚本望師(深谷西島教会)が
准允を受けました。
〇 5 月 28 日、埼玉和光教会・岩河敏宏牧師就任式が
行われました。
〇 6 月 11 日、埼玉中国語礼拝伝道所・林美音牧師就
任式が行われました。
〇 6 月 18 日、大宮教会・熊江秀一、熊江知恵牧師就
任式が行われました。

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
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)
【問い合わせ】川添義和(埼大通り) ☎048-852-2735
http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/
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来月の集会案内等
8 月 2 日(水)～4 日(金) 教会全体修養会
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」
費用 大人 21,000 円 高校生 10,000 円
中学生 5,00 円 こども(3 歳以上)3,000 円
申込 教会毎にまとめて下記まで。
〒357-0035 埼玉県飯能市柳町 23－8
飯能教会内 全体修養会委員 市川 浩
TEL：042-972-2511、FAX：042-972-2511
E メール hirohannochurch@yahoo.co.jp
締切 6 月 30 日
【問い合わせ】末 永廣(小川) ☎0493-72-4904
8 月 15 日(火) 平和を求める 8・15 集会
時間 午前 10：00 から
会場 大宮教会
講師 伊藤朝日太郎先生(弁護士)
演題「集団的自衛権を考える －きたるべき改憲
発議・国民投票にどう立ち向かうか－」
会費 500 円
▽伊藤先生は、信徒の友に「クリスチャンとして
考える憲法改正」を連載されました。
【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039

お知らせ・お願い

最寄り 3 区教師会のご案内
日時 7 月 24 日(月) 午前 10：30～午後 2：00
会場 鴻巣教会
礼拝 川染三郎師(鴻巣)
発題 阿部洋治師(北本)
テーマ 「キリスト教教育の経験から」
会費 300 円
昼食代 700 円
▽出欠を 4 日前までに鴻巣教会へファックスでご
連絡ください。FAX：048-541-7758
【問い合わせ】舟生康雄(加須) ☎0480-65-3447
【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
桶川伝道所「賛美礼拝＆サマーコンサート」ご案内
日時 7 月 16 日(日) 午前 10：30 から
会場 桶川伝度所
説教者 西海満希子牧師(東京聖書学校教授)
演奏 アンサンブル・ソレイユ
内容 ピアノ連弾、ヴァイオリン、チェロ他
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921

【教区関係】
✞ 「関東教区の宣教を考える集い」のご案内
日時 7 月 17 日(月) 午前 10：15～午後 3：30
会場 大宮教会
テーマ 「教会は『広場』になろう」
－こども食堂 地域と共に歩む教会－
紹介するこども食堂：
①日本バプテスト教会連合練馬バプテスト教会
「桜台こども食堂」
②日本キリスト教団横浜港南台教会
「サンタこども食堂」
参加費 500 円（昼食は各自ご持参ください）
【問い合わせ】飯塚拓也(竜ヶ崎) ☎0297-64-3768

報告：関東教区総会
5 月 30 日(火)・31 日(水)、大宮ソニックシティ小ホ
ールにて第 67 回関東教区総会が開催されました。開会
礼拝は佐藤謙吉牧師(島村教会)が説教をされました。
今総会では、教区執行部の選挙がありました。選挙
の結果、東野尚志牧師（埼玉地区・聖学院教会）が教
区総会議長に、福島純雄牧師（茨城地区・筑波学園教
会）が教区総会副議長に、小池正造牧師（新潟地区・
東新潟教会）が教区書記に選ばれました（すべて新任）
。
宣教部委員長には飯塚拓也牧師（竜ヶ崎教会）が再選
されました。常置委員選挙は以下の教師・信徒が当選。
【教師】熊江秀一(大宮)、秋山徹(上尾合同)
栗原清(武蔵豊岡)、田中かおる(安行)
木村太郎(宇都宮)
【信徒】金刺英雄(上尾合同)、豊川昭夫(越谷)
國吉常喜與(宇都宮上町)、佐久間文雄(志木)
小西文江(新潟)
災害対応の関連で「災害対応支援委員会」設置の件、
「熊本大分大地震」被災支援に関する件が提案され、
可決されました。また「共謀罪」創設に反対する件が
可決され関東教区から声明をだすことになります。
（関東教区ホームページより一部抜粋)

【地区関係】
地区月報発送部数に関してのお知らせとお願い
6 月より郵便料金が大幅に値上げされました。これ
に伴い、今まで 10 部以上郵送していた教会へは、
一律に減らして 9 部を送付いたします。宜しく
お願いします。 （地区ホームページ委員会）
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