
埼玉地区月報 No.249 2017.8.23発行 
 

今月の集会案内等 
 10月29日(日) 伝道と賛美の集い 

  時間 午後3：00～5：00 

  会場 越生みどり幼稚園ホール(越生教会隣) 

  内容 世界で活躍する音楽家によるジャズフェ 

スタ 

  出演 ヴォーカル：飯田さつき 

(阿佐ヶ谷東教会員) 

ピアノ：森下滋(本多記念教会員) 

サックス：Steve Sacks（グレース・シテ

ィー・チャーチ・東京） 

  ショートメッセージ 江田めぐみ牧師(越生） 

  ▽入場無料 

【問い合わせ】江田めぐみ牧師(越生）☎049-292-7447 

  

10月30日(月) 第6ブロック最寄り婦人研修会 

  時間 午前9：30～午後1：30 

  会場 所沢武蔵野教会 

  礼拝 「わたしの羊を飼いなさい」  

町田のり子神学生(所沢武蔵野教会) 

    講演 「信仰の本質」        

三永旨従牧師(所沢武蔵野) 

  【問い合わせ】所沢武蔵野教会 ☎04-2926-8225 

お知らせ・お願い 

【地区関係】 

� 地区会計からのお願い  

地区会計へのご理解を感謝いたします。 

各委員会への交付金など、地区会計は上半期での 

支出が大きく、夏まで支出が続いています。 

今年度は地区分担金がなかなか集まらない状況 

です。 

未納の教会の皆様には納付くださいますよう、お 

願いいたします。 

振込口座  00130-2-413127 

名  称  日本基督教団 埼玉地区 

 【問い合わせ】町田さとみ(初雁) ☎049-224-7594 

�     9月の予定 
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 

 

9月24日(日) 中学生・ＫＫＳ秋のフェスタ 

  時間 午後3：30～7：00 

  会場 坂戸いずみ教会 

  内容 礼拝、文集製本、交流タイム、夕食 

 【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330 

来月の集会案内等 

10月9日(月・祝) ＣＳせいと大会 

  時間 午前10：45～午後2：30 

     (南口ゲート集合 午前10:00) 

  会場 武蔵丘陵森林公園 (運動広場) 

  参加費 100円 (保険代) 

  ※上記の他に入場料子ども80円、大人400円 

 【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330 

 

10月20日(金) 第3ブロック最寄り婦人研修会 

  時間 午前10：00～12：00 

  会場 春日部教会 

  礼拝 「主イエスとニコデモ」 白石多美出牧師 

  講演 「神が約束された世界観」   〃 

 【問い合わせ】春日部教会 ☎048-752-3867 

 4日(月) 教師委員会    埼大通り教会 2：00ｐｍ 

10日(日) 伝道委員会    越生教会 3：00ｐｍ       

11日(月) 婦人部委員会   大宮教会 10：00ａｍ 

      最寄り2区教師会 ベウラ教会 10：30ａｍ 

17日(日) 壮年会委員会   春日部教会 2：30ｐｍ 

アーモンドの会委員会 

              埼玉和光教会 4：00ｐｍ 

18日(月) 第23回アーモンドの会 

              埼玉和光教会10：00ａｍ 

ホームぺージ委員会  熊谷教会 3：00ｐｍ 

19日(火) 地区委員会    埼玉新生教会 5：00ｐｍ 

24日(日) 中学生・ＫＫＳ秋のフェスタ 

             坂戸いずみ教会 3：30ｐｍ 

25日(月) 最寄り1区教師会 

         東京聖書学校吉川教会 10：30ａｍ 

最寄り3区教師会  本庄教会 10：30ａｍ 

【関東教区関係】 

9月17日(月)～18日(火) 

     関東教区「社会活動協議会」 

教会・教師の動き 

○ 7月22日、本庄旭教会・西上信義牧師が逝去され 

25日に前夜式、26日に告別式が伊勢崎教会で行わ

れました。 

 

【訂正とお詫び】 

地区月報8月号の裏面に掲載した「2017 年度各委員会

各部名簿で」下記の訂正をします。 

・青年部 小川あゆみ(誤)を小林あゆみ(正) 

・伝道委員会 神部俊一(誤)を神部俊平(正) 

【10月、11月の情報をお寄せください】 

締切りは毎月20日です。 

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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 � 東所沢教会「秋の特別礼拝、講演会」のご案内  

日時 9月24日(日) 

会場 東所沢教会 

講師 廣瀬薫先生(東京キリスト教学園理事長) 

   (日本同盟基督教団理事長、日本福音同盟理事長)

①特別礼拝 午前10：30から 

  「神に活かされて、周りを活かす」 

②講演会 午後1：30から 

   「神の国に生きる喜び」  

－羽仁もと子から教えられること－ 

  【問い合わせ】指方周平(東所沢) ☎04-2945-5169 

 

✞ 秩父教会からのお知らせ  

①特別講演会のお知らせ 

日時 9月24日（日） 午後1：30～3：00 

会場 秩父教会 

演題 「自分らしく最期まで生きる」 ～自分の 

    最期について一緒に考えてみませんか～ 

  講師 内田望医師(町立小鹿野中央病院、地域包括 

医療部長、キリスト者） 

 ②秩父教会のホームページは内容が追加されました。 

 【問い合わせ】温井節子(秩父) ☎0494-22-2431 

 

� 北本教会のホームページが開設 

  地区ホームページ委員会の協力を得て、教会の 

ホームページを開設しました。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://kitamoto.holy.jp/ 

 【問い合わせ】阿部洋治(北本) ☎048-591-1558 

 

【一般関係】 

� アジア教会婦人会議（ＡＣＷＣ）日本委員会一日

研修会のご案内  

日時 10月27日(金) 午前10：30～午後3：00 

会場 富士見町教会 

【問い合せ】森生郁代(所沢武蔵野) ☎090-6934-2740 

 

 

【関東教区・一般関係】 

� 関東教区「社会活動協議会」のご案内 

日時 9月17日(日)～18日(月・祝)   

会場 高崎教会 （宿泊場所はホテル1-2-3高崎） 

テーマ 「群馬における朝鮮人・韓国人の強制連行・ 

       労働の歴史と現在のヘイトスピーチ」 

講師 安田浩一氏（フリージャーナリスト） 

森野善右衛門先生（隠退教師） 

参加費 宿泊あり9,300円  宿泊なし2,500円 

【問い合わせ】三浦啓(桐生東部) ☎090-4296-5029 

 

☺ 東神大埼玉地区後援会主催の講演会のご案内  

日時 10月15日(日) 午後3：00～5：00 

会場 大宮教会 

講演 「前姿(中世)と後姿(近代)から見た 

宗教改革」 

講師 棚村重行先生（東京神学大学特任教授） 

▽どなたでもご参加ください。 

【問い合わせ】熊江秀一(大宮) ☎048-641-6148 

報 告 

【各集会参加者数】 

・平和を求める8・15集会 (8／15) 88名・35教会 

・中学生ＫＫＳ・青年キャンプ (8／14～16) 

                 62名・13教会 

・教会全体修養会 (8／2～4)   109名・22教会 

・環境問題講演会 (7／16)    22名・10教会 

・教師一泊研修会 (7／10～11)  32名・30教会 

・役員・伝道委員研修会 (7／9 ) 42名・14教会 

・教会音楽講習会 (7／8)     28名・16教会 

・婦人部全体研修会 (7／3)   144名・37教会 

・第16回ＩＴ祭り (6／18)    27名・12教会 

・青年部「春の集い」(6／11)   12名・6教会 

・教区教会婦人会連合総会・修養会 (6／1～2) 

   231名・67教会、埼玉地区より66名・24教会 

・婦人部総会 (4／17)      120名・42教会 

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 9月25日(月) 午前10：30から 

  会場 東京聖書学校吉川教会 

  発題 深谷春男牧師(東京聖書学校吉川) 

 「詩編における嘆きの歌と宗教改革の精神」 

  会費 1,000円 

【問い合わせ】川添義和(埼大通り) ☎048-852-2735 

 

� 最寄り3区教師会のご案内  

日時 9月25日(月) 午前10：30～午後2：00 

会場 本庄教会 

礼拝 疋田國磨呂師(本庄) 

発題 竹内紹一郎師(深谷西島) 

テーマ 「現代のキリスト教会を取り巻く、 

結婚と性」 

  会費 300円  昼食代 700円  

▽出欠を4日前までに本庄教会にＦＡＸでご連絡 

ください。   ＦＡＸ：0495-22-2785 

【お問い合わせ】舟生康雄(加須) ☎0480-65-3447 

 

【各個教会関係】 

� 北本教会「特別講演会」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」を読み解く 

～ 泣いてくださる方に出会う旅 ～ 

講師 森下辰衛先生(三浦綾子文学館特別研究員) 

(三浦綾子読書会主宰) 

▽入場無料。三浦文学が今に生きる私たちの心に 

語りかけるメッセージに耳を傾けたいと思います 

  【問い合わせ】阿部洋治(北本) ☎048-591-1558 
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