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来月の集会案内等 
 

お知らせ・お願い 

�     12月の予定 
1月8日(月・祝) 新年合同礼拝 

時間 午前10：30から 

  会場 大宮教会 

説教者 大住雄一先生(東京神学大学学長) 

  ▽今回は1区～3区全体の合同礼拝で、埼玉地区 

    委員会が主催します。万障お繰り合わせの上、 

    ご参加下さいますよう、宜しくお願い致します。 

★聖書は「新共同訳聖書」、賛美歌は「讚美歌21」 

    を使用します。当日用の冊子に聖書、賛美歌は 

   印刷いたしますので、ご持参くださらなくて結 

構です。 

★子どもたちへのメッセージがあります。 

★礼拝後、成人式を迎えた青年を紹介し、地区委 

員長が祝福の祈りをいたします。 

★駐車場がございませんので、お越しの際は公共 

交通機関をご利用ください。お車でお越しの方 

は周辺有料駐車場のご利用をお願い致します。 

  【問い合わせ】末 永廣(小川) ☎0493-72-4904 

                

1月29日(月) 三区合同教師会 

  時間 午前10：30～午後2：00 

  会場 和戸教会 

  礼拝 三羽善次牧師(和戸) 

  発題 「１教会に仕えて50年」 

川染三郎牧師(鴻巣) 

  会費 300円 

  申込先 舟生康雄(加須) 

メール：kazoch@jcom.zaq.ne.jp  

ＦＡＸ：0480-65-3447 

▽出欠席を1月20日(土)までにメールか、ＦＡＸ 

にてお知らせ下さい。メール件名は「合同教師 

会申込み」としてください。ＦＡＸは申込用紙 

を使い、申し込んで下さい。 

 【問い合わせ】舟生康雄(加須) ☎0480-65-3447 

【各個教会関係】 

� 桶川伝道所「チェロ・チャリティーコンサート」 

  のご案内 

  日時 12月23日(土) 午後2：00 (開場 1：30) 

  会場 桶川伝道所 

  演奏 黄原亮司(東京交響楽団副首席チェリスト) 

     赤羽真由美(ピアノ) 

  費用 大人1,800円 中学生800円 

 【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 

� 安行教会「クリスマス音楽礼拝」のご案内 

  日時 12月23日(土) 午後2：00～4：00 

会場 安行教会  

説教 田中かおる牧師 

ハンドベル演奏  

東洋英和女学院中高部ハンドベル部 

   NPO法人・めだかふぁみりいハンドベルクラブ 

  ▽席上献金あり(熊本・大分地震募金、福島の子ど 

もたちのために他） 

  【問い合わせ】田中かおる(安行) ☎048-296-4002 

 

✞ 七里教会「クリスマス・ファミリーコンサート」 

  ～童謡からゴスペルまで～のご案内 

  日時 12月23日(土) 午後4：00～5：30 

  会場 七里教会 

  テーマ「クリスマスの喜びを分かち合おう」 

  歌と指導 長谷郁恵さん (音楽教室・ピアノ教室 

主催、亀有教会オルガニスト) 

    メッセージ 小林則義牧師(七里) 

  ▽どなたでもご参加ください。ご一緒にクリスマ 

スの喜びを分かち合いましょう。 

  【問い合わせ】小林則義(七里) ☎048-685-3701 

 

メール又はFAXで1月、2月の情報をお寄せください。 

 9日(土) 2017年度第2回教会音楽講習会 

       大宮教会 1：30ｐｍ 

10日(日) 本庄教会・疋田義也牧師就任式 

       本庄教会 10：30ａｍ 

今月の集会案内等 

12月9日(土) 2017年度第2回教会音楽講習会 

時間 午後1：30～4：00 

  会場 大宮教会 

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」 

参加費 500円 

【問い合わせ】吉田みち子(埼玉新生) ☎048-853-5867 

 

12月10日(日) 本庄教会・疋田義也牧師就任式 

  時間 午前10：30 

  会場 本庄教会 

  司式 東野尚志牧師(関東教区議長) 

  ▽礼拝の中で行われます。 

 【問い合わせ】疋田國磨呂(本庄) ☎0495-22-2785 

報 告 

【各集会参加者数】 

・第23回アーモンドの会 (9／18)  72名・17教会 

・中学生・ＫＫＳ秋のフェスタ (9／24) 

                  66名・14教会 

・ＣＳせいと大会 (10／9)    105名・15教会 

・青年部ミニ集い (10／22)     8名・ 5教会 

・伝道と賛美の集い (10／29)   85名・13教会 

・壮年部秋の一泊修養会 (11／9～10) 9名・6教会 

・第3回伝道協力協議会 (11／19)  14名・13教会 

・最寄り婦人研修会(7ブロック合計) 315名・52教会     

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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 � 地区総合協議会の日程表提出のお願い  

2018年2月13日(火)、午後7時から、埼玉新生 

教会で来年度の埼玉地区の各委員会・各部の行事 

日程を調整する地区総合協議会が開催されます。 

各委員会・各部の代表の方は、ご出席をお願いい 

たします。 

地区総合協議会で、時間を短縮する為、事前に各 

委員会・各部の来年度の委員会日程・行事日程・ 

委員名簿を地区書記までメールで送り、地区書記 

がまとめて総合協議会の当日に2018年度の地区 

日程表を配布し協議することになっております。 

そこで、「2018年度日程と委員名簿(ワード)」に 

記入して下記までメールで送って下さいますよう 

お願い致します。 

締切期限は、2018年1月31日(水)です。 

送付先 大坪直史(地区委員・熊谷教会) 

      メール：otsubo_naofumi@yahoo.co.jp 

【問い合わせ】末 永廣(小川) ☎0493-72-4904 

 

� 地区総会報告書提出のお願い 

地区総会は、2018年3月21日(水)、埼玉新生教 

会を会場にして行われます。この為、各委員会・ 

各部等の代表者の方は、地区総会に向けて年度報 

告をご提出ください。 

書式：Ａ4、余白(上下左右20ミリ)、40行、 

    1行／45字、10.5ポイント 明朝、 

  タイトルは 16ポイント ゴシック 

  提出期限 2月13日(火) 

  ▽地区委員・大坪直史までご提出ください。 

提出はメールのみの提出となります。報告書を 

メールで添付してください。 

なお、必ず一度プリントアウトして間違いがな 

いか確認してからご提出ください。宜しくお願 

いします。 

   メール：otsubo_naofumi@yahoo.co.jp 

【問い合わせ】末 永廣(小川) ☎0493-72-4904 

 

 

� 埼玉地区ハンドブック作成の為のお願い 

  現在、地区委員会では「埼玉地区ハンドブック」 

  の作成に取り掛かっています。この為、各教会・ 

伝道所の情報を集めています。 

11月末に各教会・伝道所にＦＡＸをお送りします 

ので、ご返事宜しくお願いします。 

送付先 大坪直史(地区委員・熊谷教会) 

      メール：otsubo_naofumi@yahoo.co.jp 

【問い合わせ】末 永廣(小川) ☎0493-72-4904 

 

【一般関係】 

� 「埼玉県南クリスマス・コンサート」のご案内 

日時 12 月5 日(火) 午後7：00～8：30 

会場 川口リリア音楽ホール（川口駅西口すぐ） 

ゲスト 矢吹綾子(オルガニスト) 

説教 元吞光一師(川口キリスト教会) 

▽入場無料 

【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036 

 

� 第27回さいたま市民クリスマスのご案内 

時間 12月17日(日) 午後2：30 (開場2：00) 

会場 さいたま市民会館おおみや 大ホール 

トークゲスト 青木仁志さん 

(アチーブメント株式会社 代表取締役社長) 

音楽ゲスト サルーキ＝（ロックンロールバンド） 

        さいたま市民クリスマススペシャル 

クワイア&GOSMACチーム 

  チケット（当日）高校生以上大人1000円、 

小学生＆中学生500円、未就学児無料 

（前売）高校生以上大人800円、 

小学生＆中学生500円 

【問い合わせ】埼玉新生教会 ☎048-852-1379 

教会・教師の動き 

○ 11月16日、「埼玉中国語礼拝伝道所」の名称が 

「埼玉中国語伝道所」に変更になりました。 

お知らせ・お願い 

【各個教会関係】 

� 久美愛教会「教会創立90年記念感謝クリスマス・ 

  コンサート」のご案内   

日時 12月23日(土) 午後4：30から 

会場 久美愛教会 

   参加費 無料 

  【問い合わせ】久美愛教会 ℡048-873-4566 

 

【地区関係】 

�「埼玉地区デー」献金のお願い 

  埼玉地区では毎年１月の成人の日に、埼玉地区新 

年合同礼拝を開催しております。特に、この日を 

「埼玉地区デー」と定めて地区の一致と連帯を推 

進してまいりました。この埼玉地区の活動とその 

一致と連帯を覚えて、「地区デー」献金をお献げ 

いただきたく、ここにお願い申し上げます。 

  なおご献金は、「地区デー」当日の新年合同礼拝 

  の際にお持ちいただいて、受付でお渡し下さい。 

  ご都合のつかない方は、下記の口座にお振込み下 

さい。振込みの場合は振替用紙に“地区デー献金” 

と明記してください。 

郵便振替口座 ００１３０－２－４１３１２７ 

   口 座 名  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 

 

� 地区会計からのお願い 

  2017年度の地区分担金を未納の教会は、速やかに 

  納めて下さいますようお願いいたします。 

  【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 

 【問い合わせ】町田さとみ(初雁) ☎049-224-7594 

意見ご要望もお寄せください｡ FAX:048-979-1057  Eメール: toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp  ◆掲示板用はＢ４に拡大すると見やすくなります。 発行：埼玉地区委員会 


