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7 月の予定

1 日(日) 東野ひかり牧師就任式
聖学院教会 10：30ａｍ
6 日(金) 地区委員会
埼玉新生教会 5：00ｐｍ
8 日(日) 原田のぞみ牧師・原田彰久牧師就任式
東京聖書学校吉川教会 3：00ｐｍ
役員・伝道委員研修会
埼玉新生教会 3：00ｐｍ
9 日(月) 婦人部全体研修会
大宮教会 10：00ａｍ
10 日(火) 教師研修会
大宮教会 10：00ａｍ
14 日(土) 青年部・春の集い
坂戸いずみ教会 10：45ａｍ
15 日(日) 壮年部委員会
埼玉和光教会 2：30ｐｍ
環境問題学習会 岩槻教会 3：00ｐｍ
18 日(水) 教会音楽委員会
大宮教会 1：00ｐｍ
22 日(日) 渡邊典子伝道師就任式
所沢武蔵野教会 2：00ｐｍ
24 日(火) 教育委員会
初雁教会 6：30ｐｍ
29 日(日) 鈴木佳子牧師就任式 久美愛教会 3：00ｐｍ
大久保一秋伝道師就任式 狭山教会 3：00ｐｍ
【関東教区の主な予定】
16 日(月) 教区の宣教を考える集い 大宮教会 10：00pm

報 告
【集会参加者数】
・教区教会婦人会連合総会・修養会 57 教会・226 人

今月の集会案内等
7 月 1 日(日) 聖学院教会・東野ひかり牧師就任式
時間 午前 10：30 から (礼拝の中で行います)
会場 聖学院教会
司式 東野尚志牧師(関東教区議長)
【問い合わせ】聖学院教会 ☎048-781-2829
最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。

7 月 8 日(日) 東京聖書学校吉川教会・原田のぞみ牧師
原田彰久牧師就任式
時間 午後 3：00 から
会場 東京聖書学校吉川教会
司式 東野尚志牧師(関東教区議長)
【問い合わせ】東京聖書学校吉川教会 ☎048-982-7616
7 月 8 日(日) 役員・伝道委員研修会
時間 午後 3：00 から
会場 埼玉新生教会
テーマ 「しゃべり場さいたまの伝道」
開会礼拝 大坪直史牧師(熊谷)
▽開会礼拝後、ただちに分団に入ります。
分団中の様々な発言のやり取りを通して、参加
者(参加教会・伝道所)の今後の伝道に資する機
会となることを願っています。
【問い合わせ】久保島泰(東大宮) ☎048-684-5323
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 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：048-575-2723 で申込下さい。
【問い合わせ】川添義和(埼大通り) ☎048-875-2735
http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/

７月 14 日(土) 青年部・春の集い
～バーベキューで交わり～
時間 午前 10：45～午後 3：00
会場 坂戸いずみ教会、高麗川河原
参加費 なし
礼拝献金 有り
申込 参加人数把握の為、7 月 8 日(日)までに、
FAX:04-2965-4348。当日参加も歓迎です。
【問い合わせ】指方周平(東所沢) ☎04-2945-5169
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
講演 「福島の原発事故はどうであったか、
どうなったか、どうなるのか」
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
7 月 22 日(日)所沢武蔵野教会・渡邊典子伝道師就任式
時間 午後 2：00 から
会場 所沢武蔵野教会
司式 栗原 清牧師(関東教区常置委員)
【問い合わせ】所沢武蔵野教会 ☎04-2926-8225
7 月 29 日(日) 久美愛教会・鈴木佳子牧師就任式
時間 午後 3：00 から
会場 久美愛教会
司式 東野尚志牧師(関東教区議長)
【問い合わせ】久美愛教会 ☎048-873-4566
7 月 29 日(日) 狭山教会・大久保一秋伝道師就任式
時間 午後 3：00 から
会場 狭山教会
司式 栗原 清牧師(関東教区常置委員)
【問い合わせ】狭山教会 ☎04-2954-8131
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来月の集会案内等
8 月 13 日(月)～15 日(水) 中学 KKS 青年キャンプ
会場 山荘あらふね（長野県佐久市）
テーマ「備えていてくださる神さま―ヨセフ物語」
聖書 創世記 37～50 章
参加費 13,000 円
▽3 グループに分かれて「売られるヨセフ」
「夢見
るヨセフ」
「和解するヨセフ」の三場面を能動的
に掘り下げ、劇化して発表し、分かち合います。
【問い合わせ】指方周平(東所沢) ☎04-2945-5169
8 月 15 日(水) 平和を求める 8・15 集会
時間 午前 10：00 から
会場 大宮教会
講師 石川裕一郎先生(聖学院大学教授)
演題 「自民党改憲案の本質を問う」
会費 500 円
【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039

お知らせ・お願い

 埼玉和光教会「憲法カフェ＠和光市」のご案内
日時 7 月 8 日（日） 午後 1：00～3：00 [予定]
会場 埼玉和光教会 集会室 A／B
お話 伊藤朝日太郎さん
(明日の自由を守る若手弁護士の会)
憲法「改正」国民投票がやってくる？！
―憲法への自衛隊明記と緊急事態条項を考えるー
▽どなたでも、ご参加歓迎いたします。[参加無料]
【問い合わせ】埼玉和光教会 ☎048-461-2177
 七里教会創立記念礼拝(創立 30 周年記念誌発行記
念)のご案内
日時 7 月 8 日(日) 午前 10：30～12：00
会場 七里教会
特別講師 風間トモ子姉(元七里教会牧師夫人)
メッセージ 小林則義牧師(七里)
▽愛餐会 午後 0：30～2：00。駐車場は七里郵便
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
 聖学院教会「チャペルコンサート」のご案内
～ヴェルサイユ宮殿に現存するクラブサン
（チェンバロ）のレプリカによるコンサート～
日時 7 月 8 日(日) 午後 1：30～2：10
会場 聖学院教会礼拝堂（聖学院大学チャペル）
演奏 山田康弘(バッハ協会管弦楽団音楽監督)
▽入場無料、駐車場あります。日曜日ですので、
駅からの送迎バスの運行はありません。
【問い合わせ】東野尚志(聖学院) ☎048-781-2829

 深谷西島教会「教会創立 90 周年感謝コンサート」
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
 埼玉中国語伝道所「特別賛美礼拝＆コンサート」
日時 7 月 29 日(日) 午後 2：00 から
会場 上尾合同教会
演奏 黄原亮司氏(上海出身のチェリスト)
(東京交響楽団副首席チェリスト)
【問い合わせ】林音美(埼玉中国語) ☎048-871-7338
 国際愛伝道所「特別伝道コンサート」のご案内
日時 8 月 19 日(日) 午後 3：00～5：00
会場 国際愛伝道所
演奏 フルート・ピアノ・ギター・シンガー
▽入場無料
【問い合わせ】許 昌範(国際愛) ☎048-778-9937
 埼大通り教会のホームページが開設
地区ホームページ委員会の協力を得て、教会の
ホームページを開設しました。ＵＲＬは以下です。
埼玉地区のホームページからもリンクされていま
す。
http://saidai.holy.jp/
【問い合わせ】川添義和(埼大通り) ☎048-852-2735

【各個教会関係】
 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
【関東教区関係】
説教「食卓を囲む喜び」
 日野原記念上尾栄光教会「日野原重明先生をしのぶ
 関東教区の宣教を考える集いのご案内
大住雄一先生(東京神学大学学長)
会」のご案内
日時 7 月 16 日(月) 午前 10：00～午後 4：00
②特別伝道集会
会場 大宮教会
日時 7 月 8 日(日) 午後 1：30 から
日時 ７月１日(日) 午後 1：30～3：00
会場
日野原記念上尾栄光教会
主題 「教会は広場になろう part2」
講演題「教会の楽しみ」
ゲスト 日野原眞紀氏(次男直明氏夫人)
講師 新井純牧師(世光教会)
▽近くのコインパーキングに停めてください。
【問い合わせ】飯塚拓也(竜ヶ崎) ☎0297-64-3768
【問い合わせ】長橋 和彦(上尾栄光)☎048-722-3471
【問い合わせ】川添義和(埼大通り) ☎048-852-2735
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