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5 月の予定

7 日(月) 教師委員会
埼大通り教会 2：00ｐｍ
11 日(金) 地区委員会
埼玉新生教会 5：00ｐｍ
15 日(火) 教育委員会
初雁教会 6：30ｐｍ
20 日(日) 壮年部委員会
越谷教会 2：30ｐｍ
21 日(月) 婦人部委員会
大宮教会 10：00ａｍ
28 日(月) 伝道委員会
埼玉新生教会 6：30ｐｍ
【関東教区の主な予定】
23 日(水)～24 日(木) 関東教区総会
大宮ソニックシティー 10：00ａｍ

今月の集会案内等
現在、地区としての今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地区のホー
ムページでお知らせいたします。
≪6 月、7 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、ホームページにも掲載します。
(ホームページには締切はありません)
◎ＦＡＸ：048-979-1057
◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp
【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
最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。

来月の集会案内等

教会・教師の動き

6 月 17 日(日) 第 17 回 ＩＴ 祭り
時間 午後 3：00～5：00
会場 埼玉新生教会
講演 「もっと教会を行きやすくする」
－ あなたの教会、
“行きやすいですか？”－
講師 八木谷涼子（著述家）
主催 ホームページ委員会
後援 伝道委員会
▽講演の他に、埼玉地区でホームページを開設し
ている教会の現状を報告して頂く予定です。
ホームページを開設している教会の担当者は
ぜひ出席して下さるようお願い致します。
▽フリーマーケットも同時開催します。
時間 午後 2：30～3：00 5：00～5：30
フリーマーケットへ出品しよう！！ご希望の方
は、6 月 10 日までに埼玉新生教会・中村眞牧師
(電話 048-852-1379)まで申込み下さい。
▽駐車場の用意あります。
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ℡048-852-1379
6 月 30 日(土) 第１回教会音楽講習会
時間 午後 1：30 から (開場 午後 1：00)
会場 大宮教会
主題 「礼拝音楽の役割と選曲①」
講師 椎名雄一郎先生(オルガニスト)
(活水女子大学准教授)
内容 奏楽奉仕についての学びと、奏楽曲の実践
的な演奏指導
※演奏指導は予め決められた参加者が受けます。
聴講の予約は必要ありません。
参加費 500 円
▽どなたでも奮ってご参加ください。
【問い合わせ】吉田みち子(埼玉新生)
☎048-853-5867
http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/
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4 月 上尾合同教会・木村太郎牧師が代務者に就任
4 月 大宮教会・高橋真之伝道師が就任
4 月 所沢武蔵野教会・渡邊典子伝道師が就任
4 月 菖蒲教会・佐藤繁伝道師が就任
4 月 聖学院教会・東野ひかり牧師が就任
4 月 久美愛教会・鈴木佳子牧師が就任
4 月 狭山教会・大久保一秋伝道師が就任
4 月 東京聖書学校吉川教会・原田彰久牧師が就任
3 月末 久美愛教会・遠藤公義牧師が辞任
3 月末 狭山教会・森淑子牧師が辞任
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
○ 3 月末 上尾合同教会・秋山徹牧師が辞任
○ 3 月末 西上尾教会・石神稔牧師が辞任

お知らせ・お願い
【地区関係】
 地区ハンドブック作成に関してのお願い
地区ハンドブック掲載のため、各教会・伝道所の
写真データを必要としています。4 月末までにデ
ータをお送り下さいますよう、お願いいたします。
内容 写真データの送付
宛先 埼玉地区書記 大坪直史(熊谷教会牧師)
Mail：otsubo_naofumi@yahoo.co.jp
注意点
・教会とその周辺の建物が写るような全景写真を
お送りください。
・ＰＣデータでお送り下さい。
・データは 1 点のみです。
・提出困難な場合はご連絡下さい。地区委員会が
お手伝いできる場合があります。
・掲載を望まれない場合はご連絡ください。
【問い合わせ】大坪直史(熊谷) ☎048-521-6018
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お知らせ・お願い
【地区関係・各個教会関係】
 最寄り 1 区教師会のご案内
日時 5 月 7 日(月) 午前 10：30～午後 2：00
会場 埼玉新生教会
礼拝 小林則義牧師(七里)
発題 中村眞牧師(埼玉新生)
「埼玉新生教会の伝道報告」
参加費 1,000 円
▽車を置くスペースがないため公共の交通手段に
てお願いします。 5 月 2 日(水)までに、澤田石
秀晴先生(浦和別所）にお知らせ下さい。
FAX：048-762-9775 Mail：hd-sawadaishi@nifty.com
【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 5 月 28 日(月) 午前 10：30～午後 2：00
会場 深谷教会
礼拝 法亢聖親牧師(深谷教会)
発題 大坪園子牧師・大坪直史牧師(熊谷)
「ワーシップリードの紹介と実践」
参加費 1,000 円
▽車を置くスペースがないため公共の交通手段、
または有料駐車場をご利用ください。出欠の返
事を４日前までに、法亢聖親牧師(深谷教会)へ
ＦＡＸ(048-575-2838)にてお願い致します。
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921

 七里教会「賛美礼拝＆春のチャペルコンサート」の
ご案内
日時 5 月 20 日(日) 午前 10：30～午後 1：00
会場 七里教会
出演 独唱：馬場津也子 クラリネット：原田哲
チェロ：吉澤いづみ ピアノ：野嶋さやか
メッセージ 小林則義牧師(七里)
▽駐車場は近くの七里郵便局、クラウン工業の駐
車場をお借りしています。
【問い合わせ】小林則義(七里) ☎048-685-3701
 桶川伝道所「賛美礼拝＆定例コンサート」のご案内
日時 5 月 20 日(日)
会場 桶川伝道所
演奏 ピアノ、オルガン、ヴァイオリン 2 台他
お話 市橋隆雄宣教師
「ケニアの人々と共に生きる」
▽入場無料。食事 300 円(アフリカコイノニア教育
センターへ献金）
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921
【関東教区関係】
✞ 関東教区教会婦人会連合第 44 回総会・修養会のご
案内
日時 6 月 5 日(火)～6 日(水)
5 日受付午後 0：00 6 日午後 0：00 解散
会場 ホテル小柳(新潟県湯田上温泉)
主題講演 「福音の恵みに証しびととして生きる」
講師 下田尾治郎先生
(敬和学園大学宗教部長准教授)
▽参加申込は専用の申し込み用紙をお用い下さい
参加申込締切は、5 月 12 日(土)です。
▽新潟地区婦人部委員・同地区準備委員・教区教
区教会婦人会連合委員一同、皆さまのお越しを
心よりお待ちしています。奮ってご参加下さい。
【問い合わせ】西谷美和子(大宮) ☎048-641-6148

【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
 日本基督教団「宗教改革 500 周年記念礼拝」全記録
ＣＤ【永久保存盤】のご案内
収録内容：
１．音声編：多量なデータが盛り込まれていますの
で＜ＭＰ３＞パソコン、スマホ、ＩＣレコーダ
ー等で再生できます。
２．資料編：プログラム・宗教改革 500 周年記念関
連の資料
３．写真編：記念礼拝当時の記録写真の完全収録盤
頒布価格 500 円
申込先 日本基督教団事務局 総務部
電話：03-3202-0541 ＦＡＸ：03-3207-3918
【問い合わせ】鈴木功男(東京信徒会)
☎044-969-2024

報 告
【各集会参加者数】
・婦人部総会 (4／15)
109 名・43 教会
≪月報がメールで受け取れます≫
ご希望の方は、お名前と教会名そして「月報希望」と
書いて下記のメールまで送信してください。
【申し込み＆問い合わせ先】iwasa@bb.mbn.or.jp
岩佐浩一(上尾合同)

 川口教会「初夏のバザー」のご案内
日時 5 月 27 日(日) 午後 0：00～2：30
会場 川口教会
▽どなたでもお出でください。
【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039
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

