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来月の集会案内等 
 

お知らせ・お願い 

☃     2月の予定 
3月2日(金) 世界祈祷日  (婦人部活動) 

  時間 午前10：30から （受付 10：00） 

会場 1区：大宮教会 (事務：草加教会） 

2区：初雁教会 

3区：カトリック熊谷教会(事務：熊谷教会） 

  ▽主催ＮＣＣ日本キリスト教協議会（女性委員会） 

   ＷＤＰより送られて来る原案をもとに、日本語式 

   文を作成し配布しています。 

   世界祈祷日の献金はＷＤＰを通して式文作成国 

   の女性達の活動のため、国内外の女性達の働きの 

   ために、捧げられます。 

【問い合わせ】森生郁代(所沢武蔵野) ☎090-6934-2740 

 

3月21日(水・祝) 地区総会 

  時間 午前9：30～午後3：30 

  会場 埼玉新生教会 

  開会礼拝 秋山徹牧師(上尾合同) 

  内容 地区委員選挙、各委員会各部報告、予算決 

算、地区宣教活動計画等 

  ▽教会の信徒議員を各教会・伝道所の役員会で 

   選任しておいて下さい。議員登録のはがきの 

   締切は2月11日(日)到着 

 【問い合わせ】末 永廣(小川) ☎0493-72-4904 

報 告 

【各集会参加者数】 

・新年合同礼拝 (1／8) 

 1区153人・21教会、2区92人・19教会、 

3区47人・14教会、地区外2人・2教会 

合計294人、56教会・伝道所(地区内は54) 

≪3月、4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 

【地区関係】 

 地区総合協議会のご案内 

  各委員会・各部等の代表者の方、下記の件で協議 

  しますので、よろしくご参加ください。 

  日時 2月13日(火) 午後7：00から 

  会場 埼玉新生教会 

  内容 各委員会・各部等の次年度の委員編成、計 

     画と日程、委員会日程、予算等を協議調整。 

▽各代表者の方は、当日必ず次年度の委員構成、 

   委員会日程、行事日程を25部ご提出ください。 

   常設委員会は、委員の任期(例：2期1年目)を 

必ず明記して下さい。 

※夕食はありませんので各自で済ませて来てく 

 ださい。駐車場の用意があります。 

  【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。 

   メール：otsubo_naofumi@yahoo.co.jp 

【問い合わせ】末 永廣(小川) ☎0493-72-4904 

【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 

11日(日) 信教の自由と平和を求める2・11集会 

       大宮教会 2：30ｐｍ 

13日(火) 地区総合協議会 

       埼玉新生教会 7：00ｐｍ 

14日(水) 婦人部委員会 

       大宮教会 10：00ａｍ 

16日(金) 地区委員会 

       埼玉新生教会 5：00ｐｍ 

18日(日) 壮年部総会 

       大宮教会 2：30ｐｍ 

19日(月) 最寄り１区教師会 

       上尾合同教会 10：30ａｍ 

最寄り3区教師会 

       北本教会 10：30ａｍ 

26日(月) 婦人部委員会 

       大宮教会 10：00ａｍ 

今月の集会案内等 

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 無料 

 【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039 

 

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 高橋悦子牧師(桶川) 

  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 

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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  最寄り2区教師会のご案内   

日時 3月12日(月) 午前10：30～午後2：00 

会場 越生教会 

礼拝 江田めぐみ牧師(越生)  

発題 森淑子牧師(狭山) 

▽礼拝、発題の後、昼食を囲んで近況報告、情報 

共有、次年度会場・当番確認、親睦の時を持ち 

ます。昼食準備の都合上、出欠を3月9日(金) 

までに初雁教会・町田さとみ牧師までお知らせ 

ください。 

  連絡先：joyful1932@nifty.com FAX：049-224-7594 

【問い合わせ】町田さとみ(初雁) ☎049-224-7594 

 

【各個教会関係】 

「小さなこども達と礼拝」セミナーのご案内 

日時 2月17日(土) 午前10：30～午後4：00 

会場 上尾合同教会 

内容 「主イエスと歩む： 

物語で聴く主イエスの受難」 

－地区の教会学校教師のレントの学びと 

修養の時－ 

午前10：30～12：00  認定コース講習   

         午後1：30～4：00 一般コース(受付1：00) 

費用 1000円（学生500円、子ども無料）  

申込 田中かおる(安行)（Tel/Fax 048-296-4002） 

     岩佐いずみ(上尾合同) (048-775-0517) 

  締切 2月10日(土) 

 【問い合わせ】田中かおる(安行) ☎048-296-4002 

 

 桶川伝道所「賛美礼拝＆ミニコンサート」のご案内 

  日時 2月18日(日) 午前10：30～午後1：20 

  会場 桶川伝道所 

  演奏 チェロ、ヴァイオリン、ピアノ、ギター他 

  ▽受難週の讃美歌をたくさん(演奏に合わせて)歌 

   います。入場無料。 

 【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 

 
報告：新年合同礼拝 

お知らせ・お願い 
2018年1月8日(月・祝)、新会堂となった大宮教会

(2017年2月18日、献堂式執行)を会場として、2018

年埼玉地区新年合同礼拝が行われました。今年は、2

年に一度開催されます三区(1区・2区・3区)が合同で

行う礼拝でした。出席者は、294人、56教会・伝道所(地

区内は54)でした。 

司式は狭山教会の森淑子牧師、説教前の子どもへの

メッセージを本庄教会の疋田義也牧師がされました。 

  説教者は、東京神学大学学長の大住雄一先生が「神

が下さろうとされるのだから」と題して（マタイによ

る福音書7章7～12節）説教をされました。尚、説教

も含めて全ての礼拝の録音を地区のホームページで聞

くことができます。ぜひお聞き下さい。 

聖餐式の司式は、大宮教会の熊江秀一牧師（主）と

埼玉和光教会の岩河敏宏牧師（副）が務めました。毎

回そうですが、やはり300 人近くの地区内の牧師・信

徒と一緒に聖餐の恵みにあずかれることは感慨深いも

のがあります。 

礼拝後に、今年成人式を迎えられた方に対しての祝

福の祈りが埼玉地区委員長の川染三郎牧師（鴻巣教会）

によってなされました。今年は、2 人の兄弟姉妹が多

くの人の前で祝福の祈りを受けました。尚、今回の説

教者である大住雄一牧師は、富士見町教会出身であり、

当時富士見町教会の牧師をしていた川染三郎牧師が大

住牧師の小学生の頃のお話をされました。 

礼拝後は、地下のホールに移って楽しい交わりのひ

と時がもたれました。今回は大宮教会の皆様によって、

ナント300 食もの美味しいカレーやお菓子や飲み物等

を頂きました。大宮教会の方々には、大変お世話にな

りました。 

今年もまた地区の１年の始りを、このような地区の

一致と連帯の象徴とも言うべく豊かな礼拝と交わりを

持ってスタート出来ましたことを深く感謝致します。 

 (埼玉地区のホームページより抜粋) 

【地区関係】 

✞ 埼玉地区女性教職・牧師夫人の集いのご案内 

  日時 2月20日(火) 午前10：00～午後2：00 

  会場 大宮教会 

  テーマ 「宗教改革のもたらした礼拝の豊かさ」 

       － ルターに学ぶ － 

  講師 田中かおる牧師(安行) 

 【問い合わせ】酒井博子(浦和東) ☎048-970-1090 

 

 最寄り1区教師会のご案内 

  日時 2月19日(月) 午前10：30～午後2：00 

  会場 上尾合同教会 

開会礼拝 白石多美出先生(春日部) 

発題 秋山徹牧師(上尾合同) 

     「埼玉の伝道を考える」 

－上尾合同教会23年を振り返って－ 

会費 1,000円 

▽2月14日(水)までに澤田石先生(浦和別所教会、 

 教師委員)へFAXにてお知らせ下さい 

FAX：048-861-4210 

  【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 2月19日(月) 午前10：30～午後2：00 

会場 北本教会 

礼拝 阿部洋治師 

発題 三羽敦子師 

テーマ 「主の恵みに支えられて－私の歩み」 

会費 300円  昼食代 700円 

▽出欠の連絡を4日前までに北本教会(阿部師)へ 

FAXにてお願いします。FAX：048-591-1558 

【問い合わせ】舟生康雄(加須) ☎0480-65-3447 

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 


