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4 月の予定

4 日(水) 教会音楽委員会
大宮教会 1：00ｐｍ
9 日(月) 教師委員会
埼大通り教会 2：00ｐｍ
伝道委員会
埼玉新生教会 6：30ｐｍ
10 日(火) 教育委員会
坂戸いずみ教会 6：30ｐｍ
15 日(日) アーモンドの会委員会
埼玉新生教会 4：00ｐｍ
16 日(月) 婦人部総会
大宮教会 10：00ａｍ
婦人部委員会
大宮教会 1：00ｐｍ
29 日(日) 社会委員会
川口教会 3：00ｐｍ
30 日(月) ホームページ委員会
熊谷教会 3：00ｐｍ

4 月 16 日(月) 婦人部総会
時間 午前 10：00～12：00
会場 大宮教会
礼拝説教 武井アイ子牧師(上尾使徒)
「わたしの羊を飼いなさい」
▽2018 年度の主題「キリストの愛に応え、福音の
希望に生きる」-ヨハネによる福音書を学びつつ【問い合せ】森生郁代(所沢武蔵野) ☎090-6934-2740

【各個教会関係】
 加須教会のホームページが開設
教団の伝道支援金を活用し、地区のホームページ
委員会の協力によって教会のホームページを開設
出来ました。有難うございました。
ＵＲＬは以下です。
http://kazoch.holy.jp/
埼玉地区のＨＰからリンクされています。
【問い合わせ】舟生康雄(加須) ☎0480-65-3447

現在、地区としての来月の集会案内はありません。各
委員会・各部とも、今年は 6 月以降に集会を企画して
います。なお、牧師就任式等ありましたら来月号でお
知らせします。
関東教区総会は、5 月 23 日(水)・24 日(木)です。

お知らせ・お願い

○ 3 月 18 日、北本教会・阿部洋治師の就任式(主任
担任教師)が行われました。
○ 3 月末、狭山教会・森淑子牧師が辞任されます。
○ 3 月末、久美愛教会・遠藤公義牧師が辞任されます。
○ 3 月末、東京聖書学校吉川教会・深谷春男牧師、
深谷美歌子牧師、佐々木羊子牧師、湯目瑞枝伝道
師が辞任されます。

最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。

お知らせ・お願い

来月の集会案内等

教会・教師の動き

≪5 月、6 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。
◎ＦＡＸ：048-979-1057
◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp

今月の集会案内等

【地区関係】
「インターＦＡＸ」の利用に関してのお願い
埼玉地区では、緊急連絡網として、ＦＡＸで地区
内全ての教会・伝道所に一度に送信できる「インタ
ーＦＡＸ」を導入しています。
現在、主に災害などの緊急連絡時に使用していま
すが、各教会で葬儀関係等、至急地区内全ての教
会・伝道所へ連絡したい時は、地区書記・大坪まで
ご連絡ください。また各区単位で送ることも出来
ます。各委員会の集会案内で使用する場合のみ、費
用は各委員会負担になります。A4 サイズ 1 枚で、
地区内全ての教会・伝道所へ送る場合は 1,800 円
です。区毎は教会数×30 円です。尚、送る内容文
は FAX ではなくて、必ずメールに添付して、地区書
記・大坪まで連絡してください。
メール：otsubo_naofumi@yahoo.co.jp
【問い合わせ】大坪直史(熊谷) ☎080-3404-3231

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

 武蔵豊岡教会「バザー」のご案内
日時 4 月 30 日(月) 午前 11：00～午後 2：00
会場 武蔵豊岡教会
内容 衣類、雑貨、手芸品、手作り品、書籍、
ＣＤ、子どもコーナーもあります。
食事コーナー（11：15 開店）
さんびの集い（午後 0：30 と午後 1：30）
・礼拝堂で子どもたちとバンドの楽しいさ
んびの会です。
▽駐車場 30 台あります。雨天決行。
【問い合わせ】栗原清(武蔵豊岡教会) ☎04-2965-4348
【一般関係】
 関東こころの友伝道講習会のご案内
日時 5 月 3 日(木・祝) 午前 10：30～午後 4：10
会場 日本基督教団 新宿西教会
(新宿区歌舞伎町 2-19-11)
講師 深井智朗先生(東洋英和女学院院長)
講演 「伝道の喜び」
参加費 3,000 円(昼食、手びき付)、神学生無料
申込先 こころの友伝道全国連合会 関東支部
ＦＡＸ：03-3200-5584
【問い合わせ】こころの友伝道全国連合会 関東支部
☎03-3200-5584
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報告：埼玉地区総会

（２）2018 年度の宣教活動計画
【主題について】
主題 「主にある交わりを深めよう」
聖句 「一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦
しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に
喜ぶのです」
(コリントの信徒への手紙一 12 章26 節)
【活動について】
①最寄り区の諸教会の交わりによる一致と連帯の強化
に努めます。最寄り区の教師会が核になって、最寄り
区の教会の交わり、連帯を図りたいと願っています。
②小規模教会（現住陪餐会員 20 名未満）を協力する方
法を検討します。小規模教会が中心となる伝道協力協
議会において、伝道支援や人的応援の計画が実行され
つつあります。
（３）2018 年度地区一般会計予算
①地区分担金は 2017 年度より 6 万円減額しました。
②支出項目と予算額は基本的に 2017 年度と同様です。
③一般会計から伝道会計へ伝道互助のために 15 万円
を繰り入れます。
議案「2018 年度の宣教活動計画に関する件」について
は、活発な質疑応答がなされました。地区と地区内諸
教会・伝道所の将来はどうなるのか、教師・教師会・教
師委員会の役割はいかにあるべきか、など考えさせら
れました。地区内教会・伝道所、地区委員会、各委員会
間の信頼関係を日頃から丁寧に築くことも大切ではな
いかかと思わされました。
「福音の前進に仕える」埼玉
地区のため、これからも祈り、奉仕します。
報告：金田佐久子(西川口牧師、ＨＰ委員)

2018 年度地区委員会組織
地区総会終了後、2018 年度第 1 回地区委員会が開催さ
れ、地区委員の役割・分担が次の通り決定しました。
委 員 長 川染 三郎（鴻巣・教職）
副委員長 小林 眞 （岩槻・教職）
書
記 大坪 直史（熊谷・教職）
会
計 町田 さとみ（初雁・教職）
補助書記 川口 孝弘（埼玉新生・信徒）
補助会計 大熊眞弓（東京聖書学校吉川・信徒）
金田 佐久子（西川口・教職）
、指方 周平（東所沢・教
職）
、竹内 紹一郎（深谷西島・教職）
、栗原 初音（浦和
別所・信徒）
、本田 彰（大宮・信徒）
【2018 年度地区委員担当・役割分担】
伝
道 大坪 直史
教
育 指方 周平
社
会 小林 眞
教
師 竹内 紹一郎
地区通信 大熊 眞弓
Ｈ
Ｐ 大坪 直史、金田 佐久子
修 養 会 小林 眞
壮 年 会 本田 彰
婦 人 部 栗原 初音
青 年 会 指方 周平
障 教 懇 金田 佐久子
教会音楽 川口 孝弘
埼 宗 連 竹内 紹一郎
同 宗 連 竹内 紹一郎
川越少年刑務所教誨師 小林則義（委嘱）
、
町田 さとみ（連絡係）
カルト問題 白石 多美出(委嘱）
、
小林 眞（連絡係）

2018 年 3 月 21 日(水)、埼玉新生教会を会場として、
2018 年度の埼玉地区総会が開催されました(午前 9 時
30 分～午後 3 時 30 分)。
開会礼拝の説教者は、3 月末で上尾合同教会を辞任
される秋山徹牧師でした。
秋山先生は 23 年間上尾合同
教会で伝道・牧会されました。説教題は「愛によって造
り上げられる教会」
（エフェソの信徒への手紙 4:7～
16）
。短いこの聖書箇所に三度出てくるギリシア語「メ
トロン」
（メートルの語源）に注目して説き明かされま
した。まず、
「キリストの賜物のはかりに従って」
（7 節）
であり、わたしたちがはかるはかりではありません。こ
こにはキリストの賜物の大きさが語られています。次
に「豊かさになるまで」
（13 節）
。教会の成長はどこま
でか、キリストの満ちあふれる豊かさになるまで教会
は成長していきます。最後に「分に応じて」
（16 節）
。
教会は一人一人が合わさって全体が成長するのであ
り、人間が考えるような成長ではなく、それをはるかに
超えるもの、キリストの満ちあふれる豊かさに至るま
で成長します。ですから、限られているところにとらわ
れず、与えられている恵みに信頼して生きているかど
うかが問われる、と説教されました。感謝です。
議長は川染三郎牧師(鴻巣・地区委員長)でした。出席
者は開会時点で正議員 143 名のうち 115 名でした。
礼拝献金総額は 118,995 円でした。
主な議案について報告します。
報 告
（１）地区委員選挙(半数改選)結果
【各集会参加者数】
教師 金田佐久子（西川口・新）
、竹内紹一郎（深谷西
・世界祈祷日 (3 月 2 日)
島・新）
、町田さとみ(初雁・再)
1 区 (会場：大宮教会)
91 名・21 教会
信徒 栗原初音（浦和別所・再）
、本田彰（大宮・新）
2
区
(会場：初雁教会)
87 名・21 教会
【先月号の訂正とお詫び】 地区総合協議会報告の中の
留任は、教師：大坪直史（熊谷）
、指方周平（東所沢）
、
3
区
(会場：カトリック熊谷教会)
58
名・12
教会
教区教会婦人会総会・修養会、5 月 23 日(水)～24 日
小林眞（岩槻）
、信徒：大熊真弓（東京聖書学校吉川）
、
合計 236 名・54 教会
(木)、6 月 5 日(火)～6 日(水)に訂正します。
川口孝弘（埼玉新生）
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