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来月の集会案内等 
 

お知らせ・お願い 

☃     2月の予定 
3月1日(金) 世界祈祷日  (婦人部活動) 

  時間 2区、3区の場合 

午前10：30から （受付 午前：10：00） 

1区の場合 

午後2：00～3：30 (受付 午後1：30) 

会場 1区：埼玉新生教会 (事務：西川口教会） 

2区：志木教会 (事務：志木教会) 

3区：カトリック熊谷教会(事務：熊谷教会） 

  ▽主催ＮＣＣ日本キリスト教協議会（女性委員会） 

   ＷＤＰより送られて来る原案をもとに、日本語式 

   文を作成し配布しています。 

   世界祈祷日の献金はＷＤＰを通して式文作成国 

   の女性達の活動のため、国内外の女性達の働きの 

   ために、捧げられます。 

   多くの方のご参加をお待ちしています。 

【問い合わせ】森生郁代(所沢武蔵野) ☎090-6934-2740 

 

3月21日(木・祝) 地区総会 

  時間 午前9：30～午後3：30 

  会場 大宮教会 

  開会礼拝 未定 

  内容 地区委員長選挙、地区委員選挙、各委員会各 

部報告、予算決算、地区宣教活動計画等 

  ▽教会の信徒議員を各教会・伝道所の役員会で 

   選任しておいて下さい。議員登録のはがきの 

   締切は2月10日(日)到着 

 【問い合わせ】大坪直史(熊谷) ☎048-521-6018 

報 告 

【新年合同礼拝参加者数】 (1月14日) 

 1区 会場：越谷教会   127名・22教会 

 2区 会場：埼玉和光教会 113名・18教会 

 3区 会場：北本教会    76名・17教会 

合計  316名・57教会 

【地区関係】 

✞ 最寄り1区教会のご案内 

  日時 2月25日(月) 午前10：30～午後2：30 

会場 上尾使徒教会 

礼拝 武井アイ子牧師(上尾使徒) 

発題 教会について語り合う 

会費 1,000円 

【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 2月25日(月) 午前10：30～午後2：00 

  会場 本庄旭教会 

  礼拝 柳瀬聡牧師(本庄旭) 

  発題 竹内紹一郎牧師(深谷西島) 

  会費 1,000円(食事700円) 

  ▽4日前までに申し込みください。 

   ＦＡＸ：048-787-5921(高橋) 

  【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 

 地区総合協議会のご案内 

  各委員会・各部等の代表者の方、下記の件で協議 

  しますので、よろしくご参加ください。 

  日時 2月12日(火) 午後7：00から 

  会場 埼玉新生教会 

  内容 各委員会・各部等の次年度の委員編成、計 

     画と日程、委員会日程、予算等を協議整。 

▽各代表者の方は、当日必ず次年度の委員構成、 

   委員会日程、行事日程を25部ご提出くだい。 

   常設委員会は、委員の任期(例：2期1年目)を 

必ず明記して下さい。 

※夕食はありませんので各自で済ませて来てく 

 ださい。駐車場の用意があります。 

  【問い合わせ】大坪直史(熊谷) ☎048-521-6018 

 4日(月) 教師委員会 

       埼大通り教会 11：00ａｍ 

11日(月) 信教の自由と平和を求める2・11集会 

       大宮教会 10：00ａｍ 

12日(火) 地区総合協議会 

       埼玉新生教会 7：00ｐｍ 

15日(金) 地区委員会 

       埼玉新生教会 5：00ｐｍ 

17日(日) 壮年部総会 

       大宮教会 3：00ｐｍ 

18日(月) 婦人部委員会 

       大宮教会 10：00ａｍ 

今月の集会案内等 

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 

(日本同盟基督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 最上光宏牧師(所沢みくに) 

  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 

≪3月、4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。 

◎ＦＡＸ：048-979-1057 

◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。  http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/    制作：ホームページ委員会   発行：埼玉地区委員会 



埼玉地区月報  No.266 (裏面) 
  地区月報受取部数変更に関してのお知らせ 

  現在、地区月報は各教会・伝道所に、展示用1枚 

  と教職・役員人数分を送っていますが、受取部数 

  の変更をされる場合は下記まで、ＦＡＸまたは 

メールで教会名と希望部数を書いて送って下さい 

い。但し、最大部数は9部です。 

  ・ＦＡＸ：048-979-1057 

  ・Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

 【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

 

 埼玉地区ハンドブック2018について 

  昨年秋、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 

 

 埼玉地区教会全体修養会のご案内 

  日時 8月26日(月)～27日(火) 

  会場 国立女性教育会館（埼玉県嵐山町） 

  主題 「主にある交わりを深めよう」 

講師 楠本史郎先生(北陸学院大学学院長) 

講演 ①「私の信仰、教会の信仰」 

   ②「生きた石として用いられ」 

参加費 6,000円(一泊二食付き) 

    (基本費2,000円＋宿泊費4,000円) 

▽今回の教会全体修養会は、会場を県内のほぼ中 

央にして、日程や費用も多くの方々が参加しや 

すい設定としました。皆様の参加をお待ちして 

おります。ご予定に入れて下さい。み言葉に聴 

き、祈り語合いましょう。  

  【問い合わせ】小林眞(岩槻) ☎048-756-0468 

 

 

【各個教会関係】 

 越谷教会「第7回教会セミナー」のご案内 

  日時 2月17日(日) 午後0：20～2：00 

  会場 越谷教会 

  第1部 「第20回信仰の先輩に聞く」 

     お話 鈴木惠子牧師 

第2部 「現在そして 

今後の日本基督教団について」 

     お話 石橋秀雄牧師 

【問い合わせ】越谷教会 ☎048-962-2743 

 

 大宮教会「特別賛美礼拝（ワーシップ）」のご案内  

日時 2月24日(日) 午後3：00～4：00 

会場 大宮教会 

賛美とメッセージ 大坪園子牧師(熊谷) 

▽入場無料、礼拝後ティータイムの用意がありま 

す。み言葉に耳を傾けご一緒に賛美しませんか。 

【問い合わせ】西谷美和子(大宮) ☎048-641-6148 

 

【一般関係】 

 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。 

 

≪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) 
 

お知らせ・お願い 

 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(木) 

  ▽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 

 

「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 

内全ての教会に一度に送信できる「インターＦＡ 

Ｘ」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 

教会へ連絡したい時は、地区書記の大坪までご連 

絡下さい。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、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) ☎048-521-6018 

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 


