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1 月の予定
8 日(月) 新年合同礼拝
大宮教会 10：30ａｍ
中学生ＫＫＳ・青年冬のフェスタ
大宮教会 0：30ｐｍ
ホームぺージ委員会
埼玉新生教会 2：30ｐｍ
15 日(月) 婦人部委員会
大宮教会 10：00ａｍ
伝道委員会
埼玉新生教会 6：30ｐｍ
17 日(水) 教会音楽委員会
大宮教会 0：00ｐｍ
21 日(日) 壮年部委員会
上尾合同教会 2：30ｐｍ
社会委員会
川口教会 3：00ｐｍ
アーモンドの会委員会
埼玉新生教会 4：00ｐｍ
23 日(火) 地区委員会
埼玉新生教会 5：00ｐｍ
29 日(月) 三区合同教師会
和戸教会 10：30ａｍ

今月の集会案内等
1 月 8 日(月・祝) 中学生ＫＫＳ・青年冬のフェスタ
時間 午後 0：30～3：00
会場 大宮教会
内容 昼食、交流(紹介やゲーム等)
参加費 無料
申込 1 月 7 日(日) 午後 6 時までに山岡創まで
ご連絡ください
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330
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

来月の集会案内等

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

2 月 11 日(日) 信教の自由と平和を求める 2・11 集会
時間 午後 2：30 から
会場 大宮教会
講師 小林眞牧師(岩槻)
演題 「戦時下の宗教弾圧と私達」
会費 500 円
【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039

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
http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/

2 月 18 日(日) 壮年部総会
時間 午後 2：30 から (受付開始 午後 2：00)
会場 大宮教会
開会礼拝 説教者未定
議案 活動報告、決算報告、活動計画、予算案等
【問い合わせ】市川浩(飯能) ☎042-977-0650

お知らせ・お願い
【各個教会関係】
☺ 埼玉新生教会「初笑いしんせい寄席」のご案内
日時 1 月 13 日(土) 午後 2：00～午後 4：30
会場 埼玉新生教会
出演 古琴亭志ん軽(福音落語)、神田ナザレ(聖書
講談)、フーガ＆はるか（マジック）
▽入場無料、駐車場あります
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379
桶川伝道所「賛美礼拝＆定期コンサート」のご案内
日時 1 月 21 日(日) 午前 10：30～午後 0：20
会場 桶川伝道所
内容 “新春にフォスターを聴く”
クラリネット・ピアノ・ヴァイオリン・
チェロ他
お話 小林則義牧師(七里)
▽入場無料
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921
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お知らせ・お願い
【各個教会関係】
浦和別所教会「新会堂」に関してのお知らせ
2017 年 12 月 5 日に新会堂に引っ越しました。
新住所は、さいたま市南区別所 2-3-2 です。
電話番号は変わりません。
【問い合わせ】浦和別所教会 ☎048-861-4210
西川口教会「特別礼拝」のご案内
日時 1 月 28 日(日) 午前 10：30～11：45
会場 西川口教会
講師 樋野興夫先生
(一般社団法人「がん哲学外来」理事長)
(順天堂大学医学部病理・腫瘍学教授)
説教題「個性を引き出す ～空っぽの器～ 」
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036

きぼうのダイヤル・埼玉「2018 年度相談員募集」
のご案内
<相談員養成研修の概要>
受講申込受付 2018 年 1 月～3 月末日
研修開始 2018 年 4 月
受講費用 6 万円(「きぼうのダイヤル・埼玉」を
支援する会より 3 万円の援助があります。)
申込方法 FAX(049-226-5153)又は 郵送
川越西郵便局私書箱 42
2018 年 1 月 15 日(月)より受付開始
【問い合わせ】FAX にて質問をお送りください
【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

【一般関係】
「川口がん哲学カフェ『いずみ』開所１周年記念講
会」のご案内
日時 1 月 28 日(日) 午後 1：30～3：30
会場 西川口教会
講演 「人生から期待される生き方
～『宴』の心をもって暮らしていく～」
講師 樋野興夫先生
(一般社団法人「がん哲学外来」理事長)
報 告
(順天堂大学医学部病理・腫瘍学教授)
【各集会参加者数】
主催 川口がん哲学カフェいずみ世話人会
・教会音楽講習会
(12／9)
47 名・13 教会
申込 メールまたは FAX にて
FAX：048-258-6630
先月号に掲載した新年合同礼拝が 1 月 11 日(月・祝)
メール：kawaguchiizumicafe@outlook.jp
になっていました。正しくは 1 月 8 日(月・祝)です。
▽入場無料
訂正してお詫びいたします。
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ℡090-8494-6316
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