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今月の集会案内等 
   説教者 末永廣牧師(小川) 

発題者 指方周平牧師(東所沢) 

  ▽ワークショップ（ディボーション説明を兼ねる） 

  「埼玉地区主題」聖句の御言葉より聖句、黙想、 

分かち合い(祈り)を通してグループで実践する。 

昼食 サイボクハムバーベキュー場 

【問い合わせ】川添義和(埼大通り) ☎048-852-2735 

お知らせ・お願い 

【各個教会関係】 

 埼玉新生教会「初笑いしんせい寄席」のご案内 

  日時 1月12日(土) 午後2：00～午後4：30 

  会場 埼玉新生教会 

  出演 古琴亭志ん軽(福音落語)、神田ナザレ(聖 

     書講談)、フーガ＆はるか（マジック） 

  ▽入場無料、駐車場あります 

  【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

 

 武蔵豊岡教会からのお知らせ 

①過日取材がありました、当教会が会場を提供し

て開催される、オレンジカフェの様子が公開され

ました。下記のURLにアクセスして、リンク先の

動画をご覧下さい（2分20秒）。 

https://nakamaaru.asahi.com/article/12023984 

オレンジカフェは入間市豊岡北地域包括支援セン

ター主催の「認知症の人とその家族、地域の人た

ちや医療･介護関係者の人達などが気軽に集い、情

報交換や相談、不安の解消ができるカフェ」です。 

②BS朝日「百年名家」2019年1月13日（日）お

昼12時より55分間 石川組製糸工場西洋館と武

蔵豊岡教会が紹介放映される予定です（ナビゲー

ター八嶋智人、牧瀬里穂）。礼拝はお休みせず、録

画してご視聴下さいませ。多分、西洋館がメイン

です。 

http://www.bs-asahi.co.jp/100nen/ 

 【問い合わせ】栗原清(武蔵豊岡) ☎04-2962-6191 

     1月の予定 
1 月14 日(月・祝) 新年合同礼拝 

 1 区【会  場】越谷教会 

   【説教者】熊江秀一牧師(大宮) 

   【子ども説教】久保島理恵牧師(東大宮) 

   【聖餐式】小林眞牧師(岩槻) 

 2 区【会  場】埼玉和光教会 

   【説教者】岩河敏宏牧師(埼玉和光) 

   【子ども説教】坂戸いずみ教会の青年達 

   【聖餐式】末永廣牧師(小川) 

 3 区【会  場】北本教会 

   【説教者】阿部洋治牧師(北本) 

   【子ども説教】山野裕子牧師(久喜復活) 

   【聖餐式】東海林昭雄牧師(菖蒲) 

 ▽開始時間は各会場とも、午前10：30 です。 

 ★礼拝プログラムは当日、配布いたします。 

讃美歌、聖書箇所はプログラムに印刷いたします 

ので、お持ちにならなくて結構です。 

 ★式の中、成人を祝福する「成人の祈り」を用意し 

  ていますので、新成人の方はぜひご出席下さい。 

【問い合わせ】川添義和(埼大通り) ☎048-852-2735 

 

1月26日(土) ＣＳ教師研修会 

  時間 午前10：30～午後2：00 

  会場 大宮教会 

  テーマ 「教会を子どもの居場所に」 

  講師 広瀬香織牧師 

(日本キリスト教団新居浜教会) 

  会費 500円 

  ▽昼食をご持参ください。 

 【問い合わせ】指方周平(東所沢) ☎04-2945-5169 

1月28日(月) 三区合同教師会 

  時間 午前10：30～午後2：30 

  会場 武蔵豊岡教会     

参加費 1,000円        (右上に続く) 

14日(月) 新年合同礼拝 

       最寄り区毎 10：30ａｍ 

ホームページ委員会 

       埼玉新生教会 3：00ｐｍ 

伝道委員会 

       埼玉新生教会 6：30ｐｍ 

16日(水) 教会音楽委員会 

       大宮教会 0：00ｐｍ 

18日(金) 地区委員会 

       埼玉新生教会 5：00ｐｍ 

20日(日) 壮年部委員会  上尾合同教会 2：30ｐｍ 

社会委員会    岩槻教会 3：00ｐｍ 

     アーモンドの会 埼玉新生教会 4：00ｐｍ 

26日(土) ＣＳ教師研修会 大宮教会 10：30ａｍ 

28日(月) 三区合同教師会 

       武蔵豊岡教会 10：30ａｍ 

来月の集会案内等 

2月11日(月) 信教の自由と平和を求める2・11集会 

  時間 午前10：00から 

  会場 大宮教会 

  講師 柴田智悦牧師 

(日本同盟教団横浜上野町教会) 

  講演 「天皇の生前退位と私達の信仰」 

 【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039 

 

2月17日(日) 壮年部総会 

時間 午後3：00から (受付開始 午後2：30) 

  会場 大宮教会     

開会礼拝 説教者未定 

  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 
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 【地区関係・一般関係】 

 地区総合協議会の日程表提出のお願い  

2019年2月12日(火)、午後7時から、埼玉新生 

教会で来年度の埼玉地区の各委員会・各部の行事 

日程を調整する地区総合協議会が開催されます。 

各委員会・各部の代表の方は、ご出席をお願いい 

たします。 

地区総合協議会で、時間を短縮する為、事前に各 

委員会・各部の来年度の委員会日程・行事日程・ 

委員名簿を地区書記までメールで送り、地区書記 

がまとめて総合協議会の当日に2019年度の地区 

日程表を配布し協議することになっております。 

そこで、「2019年度日程と委員名簿(ワード)」に 

記入して下記までメールで送って下さいますよう 

お願い致します。 

締切期限は、2019年1月31日(木) 

送付先 大坪直史(地区書記・熊谷教会) 

      メール：otsubo_naofumi@yahoo.co.jp 

【問い合わせ】大坪直史(熊谷) ☎048-521-6018 

 

 地区総会報告書提出のお願い 

地区総会は、2019年3月21日(木)、大宮教会を 

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14日(水) 

  ▽地区書記・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】大坪直史(熊谷) ☎048-521-6018 

 

 

「埼玉地区デー」献金のお願い 

  埼玉地区では毎年１月の成人の日に、埼玉地区新 

年合同礼拝を開催しております。特に、この日を 

「埼玉地区デー」と定めて地区の一致と連帯を推 

進してまいりました。この埼玉地区の活動とその 

一致と連帯を覚えて、「地区デー」献金をお献げ 

いただきたく、ここにお願い申し上げます。 

  なおご献金は、「地区デー」当日の新年合同礼拝 

  の際にお持ちいただいて、受付でお渡し下さい。 

  ご都合のつかない方は、下記の口座にお振込み下 

さい。振込みの場合は振替用紙に“地区デー献金” 

と明記してください。 

郵便振替口座 ００１３０－２－４１３１２７ 

   口 座 名  日本基督教団 埼玉地区 

 【問い合わせ】町田さとみ(初雁) ☎049-224-7594 

 

 埼玉地区ハンドブック2018について 

  今秋、地区委員会より、地区内各教会・伝道所へ

「埼玉地区ハンドブック2018」をお届けいたしま

した。掲載情報について訂正箇所などありました

ら地区書記までメールでご連絡ください。今後の

情報更新の際の参考にさせていただきます。締切

期限等は特にありません。 

送付先 大坪直史(地区書記・熊谷教会) 

      メール：otsubo_naofumi@yahoo.co.jp 

【問い合わせ】大坪直史(熊谷) ☎048-521-6018 

 

 きぼうのダイヤル・埼玉「2019年度 相談員募集」 

＜相談員養成研修の概要> 

受講申込 2018年12月1日～2019年2月末 

研修開始 2019年4月 

受講費用 6万円 

    (今年度は支援する会より3万円の援助あり) 

申込方法 FAX(049-226-5153)又は 郵送 

       〒350-119 川越西郵便局私書箱42 

【問い合わせ】日曜日を除く10時～12時に限り 

       090-5422-9589、又は、FAXか留守電に。 
 

お知らせ・お願い 

 小川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 

リンクされています。  

http://ogawa.holy.jp 

【問い合わせ】末永廣(小川) ☎0493-72-4904 

 

 桶川伝道所「定例賛美礼拝＆コンサート」のご案内 

  日時 1月20日(日) 午前10：30から 

  会場 桶川伝道所 

  お話 高橋悦子牧師(桶川) 

  ▽クラリネット、ヴァイオリン、チェロ、独唱他 

   入場無料、食事300円 

  ※大切にしていた古い讃美歌機械が壊れてしまい 

   ました。どなたか古くてもよいので讃美歌機械 

   をお譲り頂けないでしょうか。 

  【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 

 川口がん哲学カフェいずみ開所２周年記念講演会 

  のご案内  

日時 1月26日(土) 午後1：30～3：30 

会場 西川口教会 

講演 「生きる力を引き出す寄り添い方」 

   ―『「空っぽの器」 メディカル・カフェの力』― 

講師 樋野興夫先生 

       (一般社団法人「がん哲学外来」理事長) 

       (順天堂大学医学部病理・腫瘍学教授) 

主催 川口がん哲学カフェいずみ世話人会 

申込 メールまたはFAXにて（チラシ裏面を参照） 

▽入場無料 

【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎090-8494-6316 
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