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6 月の予定

2 日(土)～4 日(月) アジア学院生ホームステイ
大宮教会員宅他
3 日(日) 青年部ミニ集い
初雁教会 3：00ｐｍ
11 日(月) 婦人部委員会
大宮教会 10：00ａｍ
17 日(日) 第 17 回 ＩＴ 祭り
埼玉新生教会 3：00ｐｍ
社会活動委員会・社会委員会
和戸教会 3：00ｐｍ
19 日(火) 教育委員会
初雁教会 6：30ｐｍ
24 日(日) アーモンドの会委員会
埼玉新生教会 4：00ｐｍ
30 日(土) 第１回教会音楽講習会
大宮教会 1：30ｐｍ
【関東教区の主な予定】
5 日(火)～6 日(水) 教区教会婦人会連合総会・修養会
湯田上温泉(新潟県)
25 日(月)～26 日(火) 関東教区「開拓伝道協議会」
国際愛伝道所

今月の集会案内等
6 月 3 日(日) 青年部ミニ集い
時間 午後 3：00 から
会場 初雁教会
内容 聖書の学びと交わり
▽参加費無料。青年のご参加をお待ちしておりま
す。
【問い合わせ】指方周平(東所沢) ☎04-2945-5169
【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。

今月の集会案内等

来月の集会案内等

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

7 月 9 日(月) 婦人部全体研修会
時間 午前 10：00～午後 2：30
会場 大宮教会
開会礼拝 「何が見えたか」
林 美音(リン・ミネ)牧師(埼玉中国語)
講演 「新しく造られた者として」
藤盛勇紀牧師(富士見町教会)
【問い合わせ】森生郁代(所沢武蔵野)
☎090-6934-2740
7 月 10 日(火) 教師研修会
時間 午前 10：00～午後 3：15
会場 大宮教会
主題 「牧会」
講師 小林眞牧師(岩槻)、野村忠規牧師(東松山)
温井節子牧師(秩父)
費用 300 円
申込 6 月 20 日(水)までに竹内紹一郎(深谷西島
教会)へ FAX でお知らせ下さい。
FAX：048-575-2723
【問い合わせ】川添義和(埼大通り) ☎048-875-2735

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/

7 月 15 日(日) 環境問題学習会
時間 午後 3：00 から
会場 岩槻教会
テーマ 仮題(福島原発問題)
講師 田中健一氏((財)エネルギ―総合研究所原
子力工学センター)
会費 500 円
▽どなたでもご参加下さい。
【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039

教会・教師の動き
○ 愛泉教会・深井智朗牧師が就任(主任担任)、森田
弘道牧師は担任。
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お知らせ・お願い
【地区関係・各個教会関係・関東教区関係】
 アジア学院生ホームステイのお知らせ
6 月 2 日(土)～4 日(月)
(地区婦人部活動)
アジア学院ホームステイの受入れは下記の方がご
奉仕下さいます。お祈りの内にお覚え下さい。
・山口幸男兄・黎子姉(大宮教会) １名
・高﨑和子姉(所沢みくに教会) ２名
・吉崎光子姉(飯能教会) １名
【問い合せ】森生郁代(所沢武蔵野) ☎090-6934-2740
 社会活動委員会のご案内
日時 6 月 17 日(日) 午後 3：00 から
会場 和戸教会
講演 「現在の改憲の問題」
講師 稲正樹先生(所沢みくに教会)
会費 無料 ・どなたでもご参加下さい。
【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039
 桶川伝道所「
“宣教の喜び”賛美礼拝＆ミニコンサ
ート」のご案内
日時 6 月 3 日(日) 午前 10：30 から
会場 桶川伝道所
お話 兼次良枝ウィクリフ宣教師
演奏 ヴァイオリン、フルート、チェロ、独唱他
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921

 西川口教会「特別礼拝と講演会」のご案内
①特別礼拝
日時 6 月 10 日(日) 午前 10：30 から
会場 西川口教会
説教 「婦人よ、なぜ泣いているのか
誰を捜しているのか」
ジュリアーノ・デルペーロ師
(聖ペトロ・パウロ労働宣教会修道士)
②講演会
日時 6 月 10 日(日) 午後 1：00～3：00
講演 「連帯を持って受刑者をささえる」
講師 末永美津江氏他（被拘禁者更生支援ネット
ワーク・麦の会 役員）
【問い合わせ】金田佐久子(西川口)☎048-252-7036

 日野原記念上尾栄光教会「日野原重明先生をしのぶ
会」のご案内
日時 7 月 8 日(日) 午後 1：30 から
会場 日野原記念上尾栄光教会
ゲスト 日野原眞紀氏(次男直明氏夫人)
【問い合わせ】長橋 和彦(上尾栄光)☎048-722-3471
 深谷西島教会「教会創立 90 周年感謝コンサート」
のご案内
日時 7 月 15 日(日) 午後 2：30～4：00
会場 深谷西島教会
出演 岩渕まこと＆由美子
曲目 父の涙、神の物語、God Bless You 他
▽入場無料
【問い合わせ】竹内紹一郎(深谷西島) ☎048-575-2723

 北本教会「チャペル・コンサート」のご案内
～ チェロとピアノの調べ ～
日時 6 月 16 日(土) 午後 2：00 から
会場 北本教会
演奏 黄原亮司さん(チェロ)
小西優子さん(ピアノ)
入場料 500 円（中学生以下無料）
【問い合わせ】阿部洋治(北本) ☎048-591-1558

✞ 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)
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(敬和学園大学准教授)
【問い合わせ】西谷美和子(大宮) ☎048-641-6148

 埼大通り教会「特別伝道礼拝と特別伝道集会」の
ご案内
①特別伝道礼拝
日時 ７月１日(日) 午前 10：30 から
会場 埼大通り教会
説教「食卓を囲む喜び」
大住雄一先生(東京神学大学学長)
②特別伝道集会
日時 ７月１日(日) 午後 1：30～3：00
講演題「教会の楽しみ」
▽近くのコインパーキングに停めてください。
【問い合わせ】川添義和(埼大通り) ☎048-852-2735

 関東教区「第 40 回開拓伝道協議会」のご案内
日時 6 月 25 日(月)～26 日(火)
会場 国際愛伝道所
主題 「わたしはぶどうの木、
あなた方はその枝である。
」
講師 許 昌範牧師(国際愛伝道所)
宿泊 おふろカフェ （埼玉県さいたま市）
教会訪問 久喜復活伝道所
会費 10,000 円(1 泊 2 日、食事・宿泊費他)
申込 竹内紹一郎(深谷西島教会)まで
締切 6 月 11 日(月)
【問い合わせ】竹内紹一郎(深谷西島) ☎048-575-2723

 上尾合同教会「特別伝道礼拝」のご案内
日時 6 月 24 日(日) 午前 10：15～11：45
会場 上尾合同教会
説教 「悩みの日に、神を呼ぼう」
井ノ川勝牧師(金沢教会)
【問い合わせ】上尾合同教会 ☎048-771-6549
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