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今月の集会案内等 
 

お知らせ・お願い 

�     8月の予定 
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 

 【問い合わせ】末 永廣(小川) ☎0493-72-4904 

 

8月14日(月)～16日(水) 中学生KKS・青年キャンプ 

  会場 信州バイブルキャンプ (長野県佐久市) 

  テーマ  「どうしてみんな、１デナリ？」 

対象 中学生、高校生及びその年齢の者、 

青年(39歳以下の者) 

  参加費 13,000円 

   定員 60 名  

   交通手段 大型バスによる移動（大宮駅西口、 

川越駅西口集合） 

  【問い合わせ】森淑子(狭山) ☎04-2954-8131 

 

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 伊藤朝日太郎弁護士(同志社教会員) 

  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 

 

≪9月、10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 

◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

� 越谷教会「さんび夕礼拝」のご案内  

「平和を祈る」～こどもも大人も～ 

日時 8月6日(日) 午後6：45～7：30 

会場 越谷教会 

説教者 石橋秀雄牧師(越谷) 

▽楽器やうたで、楽しく賛美します。独唱、詩吟、 

ハーモニカ、ギター、そして讃美歌。 

【問い合わせ】越谷教会 ☎048-962-2743 

 

� 埼玉和光教会「憲法カフェ＠埼玉和光教会」のご 

案内  

日時 8月13日(日) 午後1：00～3：00 

会場 埼玉和光教会 

テーマ 「分断線を乗り越えて 

―「黙らせる政治」に抗う―」 

講師 伊藤朝日太郎弁護士(同志社教会員) 

▽入場無料 

【問い合わせ】埼玉和光教会 ☎048-461-2177 

 

✞ 越谷教会「キリスト教関連の映画を見る会」案内 

  日時 8月20日(日) 午後0：20から 

  会場 越谷教会 

  映画 「祈りのちから」 

  ▽入場無料、どなたでもお出でください。 

【問い合わせ】越谷教会 ☎048-962-2743 

 

� 北本教会「特別伝道集会」のご案内  

日時 9月9日(土) 午後2：00～4：00 

会場 北本教会 

講演 三浦綾子著「母」 

…泣いてくださる方に出会う旅… 

講師 森下辰衛先生 

▽入場無料 

  【問い合わせ】阿部洋治(北本) ☎048-591-1558  

 2日(水)～4日(金) 教会全体修養会 

     南ヶ丘倶楽部(軽井沢) 

14日(月)～16日(水) 中学生ＫＫＳ・青年キャンプ 

       信州バイブルキャンプ 

15日(火) 平和を求める8・15集会 

       大宮教会 10：00ａｍ 

     社会委員会 

       大宮教会 1：00ｐｍ 

20日(日) アーモンドの会委員会 

       埼玉新生教会 4：00ｐｍ 

教会・教師の動き 

○ 7月9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が行われました。 

○ 7 月 16 日、上尾使徒教会・武井アイ子牧師就任式

が行われました。 

○ 7 月 23 日、飯能教会・木村光寿伝道師就任式が行

われました。 

来月の集会案内等 

9月18日(月・祝) 第23回アーモンドの会 

  時間 午前10：00～午後3：30 

  会場 埼玉和光教会 

  主題「障がいを負う人々と共に生かされる教会」 

  発題 山野裕子牧師(久喜復活伝道所) 

  証者 山野生兄(社会福祉施設職員) 

  発題・証者 金福漢兄(埼大通り教会員) 

(NPO法人織の音アート・福祉協会施設長) 

  参加費 1,000円(昼食含)、昼食ない場合500円 

  申込 9月10日までに。FAX：048-648-7115又は 

     メール：almond.saitama@gmail.com 

 【問い合わせ】矢崎武雄(埼大通り) ☎090-4926-3535 

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 



○
◎ ・ 川染三郎 (鴻巣) ○ ◎ ・ 久保島　泰 (東大宮)　　　地 ○ ◎ ・ 森　淑子 (狭山) ◎ ・ 本間一秀 (川口)
○ ・ 小林　眞 (岩槻) ◆ 奥田幸平 (埼玉新生) ◆ 池上　晃 (武蔵豊岡) ◆ 井川　明 (川口)
◆ ・ 末　永廣 (小川) ◇ 吉田　博 (川越) ◇ 森下裕匡 (飯能) ◇ 後藤龍男 (和戸)　　  
◇ 国府田秀行 (上尾使徒) ◇ 東　治子 (上尾合同) 鈴木林太郎 (川越) 浅子和夫 (和戸)
☆ 川口孝弘 (埼玉新生) ・ 大坪直史 (熊谷) ・ 指方周平 (東所沢)　　　地 阿部孝司 (上尾合同)
会補 町田さとみ (初雁) 春名　至 (浦和別所) 山岡　創 (坂戸いずみ) 岩井田愼二 (埼玉和光)

・ 久保島　泰 (東大宮) 神部俊一 (大宮) 〃 ・ 澁谷実季 (毛呂) ・ 渡辺久純 (無任所)
・ 指方周平 (東所沢) 〃 最上久美子 (所沢みくに) ・ 小林　眞 (岩槻)　　　地
・ 大坪直史 (熊谷) 協委 ・ 清水与志雄 (行田)

栗原初音 (浦和別所)

大熊眞弓 (吉川)

◎ ・ 川添義和 (埼大通り) ◎ 茨木公子 (上尾合同) ◎ ・ 中村　眞 (埼玉新生) ◎ ・ 高橋悦子 (桶川)
◆ ・ 竹内紹一郎 (深谷西島) ◆ 小林明子 (越谷) ◆ ・ 金田佐久子 (西川口)　　  ○ ・ 山野裕子 (久喜復活)
◇ ・ 澁谷弘祐 (毛呂) ◇ 金刺泰雄 (上尾合同) ◇ 岩佐浩一 (上尾合同) ◆ 矢崎武雄 (埼大通り)

・ 町田さとみ (初雁)　　　地 ・ 中村　眞 (埼玉新生) 管理 豊川昭夫 (越谷)　　　   ◇ 佐竹貞昭 (草加)
・ 澤田石秀晴 (浦和別所) ・ 田中かおる (安行)   　　　 ・ 大坪直史 (熊谷)　　　　 地 会補 小岩　晃 (上尾合同)
・ 舟生康雄 (加須) ・ 町田さとみ (初雁) ・ 森　淑子 (狭山)

大熊眞弓 (吉川)　　　　地 浜井　武 (埼玉和光)

リーダ 小林あゆみ (埼玉和光) 奥田幸平 (埼玉新生)
リ補 石井和希 (坂戸いずみ) 石川幸男 (大宮)　　　
◆◇ 栗原愛基 (武蔵豊岡) 滝川英子 (七里)
顧問・ 森　淑子 (狭山) 最上　義 (所沢みくに)

◎ ・ 末　永廣 (小川)　　　 地 ◎ 市川　浩 (飯能) ◎ 森生郁代 (所沢武蔵野) ◎ 吉田みち子 (埼玉新生)
◆◇ 市川　浩 (飯能) ◆ 荻田久次郎 (越谷) ○ 吉岡幸子 (上尾合同) ◆ 川口孝弘 (埼玉新生) 地

・ 川染三郎 (鴻巣) ◇ 小山一郎 (埼玉和光) ◆ 白川典子 (埼大通り) ◇ 勝野昌子 (大宮)
蔭山千里 (埼玉新生) 金刺泰雄 (上尾合同) ◇ 川島睦子 (行田) 成田惠子 (大宮)
鈴木祐子 (熊谷) 田島章義 (春日部) 教区 西谷美和子 (大宮) 岩佐真知子 (浦和東)

樋口道成 (岩槻) 栗原初音 (浦和別所)　　地 中村裕子 (上尾合同)

※　アーモンド委員会　＝　障教懇委員会
※　吉川　→　東京聖書学校吉川
※　リーダ　→　リーダー　　　　　　　

2017年7月25日現在　　 ※　リ補　→　リーダー補助
※　協委　→　協力委員

教会音楽委員会壮年部修養会委員会

青年部

地区通信委員会 ホームページ委員会

婦人部

2017年度埼玉地区・各委員会各部名簿　　　◎委員長　○副委員長　◆書記

教師委員会 アーモンド委員会

地区委員会 伝道委員会

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ◇会計　　 ☆補助書記　 ・ 教職　　地：担当地区委員

社会委員会

協委 ・

教育委員会


