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今月の集会案内等 
 

お知らせ・お願い 

✞     3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 江田めぐみ牧師(越生) 

  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 

 【問い合わせ】大坪直史(熊谷) ☎048-521-6018 

 

3月24日(日) 青年部・冬の集い 

  時間 午後4：00から (開場 午後3：30) 

  会場 武蔵豊岡教会 

  内容 お好み焼きを食べよう会 

【問い合わせ】小林あゆみ(埼玉和光) ☎048-461-2177 

≪4月、5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 

【地区関係】 

✍ 地区委員会からのお知らせ 

3月19日(火)、午後1時から、大宮教会にて 

地区総会準備会をいたします。 

地区総会で配布したい文書などがありましたら、 

必ず配布部数(150部)を印刷のうえ、19日(火) 

午後1時までに地区書記・大坪気付で以下にお 

送り下さるか、お届け下さい。 

（住所：さいたま市大宮区下町3-39 大宮教会) 

【問い合わせ】大坪直史(熊谷) ☎048-521-6018 

 

 最寄り2区教師会のご案内  

日時 3月11日(月) 午前10：30～午後2：00 

会場 川越教会 

礼拝 木ノ内一雄牧師(川越) 

発題 町田さとみ牧師(初雁) 

    「説教に命をかける パート2」 

    （前回の資料を持参のこと） 

▽3月7日(木)までに、出欠席の連絡をお願いい 

たします。 

【問い合わせ先】江田めぐみ(越生) 

 Fax：049-292-7447 Mail：m_e123@hotmail.co.jp 

 

 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(北陸学院学院長・大学長) 

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) 

▽今からぜひご予定にお入れください。 

【問い合わせ】小林眞(岩槻) ☎048-756-0468 

 1日(金) 世界祈祷日 

       1区：埼玉新生教会 2：00ｐｍ 

       2区：志木教会 10：30ａｍ 

       3区：カトリック熊谷教会 10：30ａｍ 

11日(月) 最寄り2区教師会 

       川越教会 10：30ａｍ 

19日(火) 地区総会準備会 

       大宮教会 1：00ｐｍ 

21日(木) 地区総会 

       大宮教会 9：30ａｍ 

24日(日) 青年部・冬の集い 

       武蔵豊岡教会 4：00ｐｍ 

来月の集会案内等 

4月15日(月) 婦人部総会 

  時間 午前10：00～12：00 

  会場 大宮教会 

  開会礼拝 久保島理恵牧師(東大宮) 

 【問い合わせ】森生郁代(所沢武蔵野)  

☎090-6934-2740 

教会・教師の動き 

○ 3月末、越生教会・江田めぐみ牧師が辞任。 

○ 3月末、行田教会・清水与志雄牧師が辞任。 

 

報 告 

・ＣＳ教師研修会 (1／26)  52名・19教会 

・三区合同教師会 (1／28)  36名・29教会 

・信教の自由と平和を求める2・11集会 (2／11) 

              90名・30教会 

・壮年部総会 (2／17)       13名・11教会 

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 

http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/
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 教会全体修養会は2年に一度の開催で今年は8月に 

開催します。但し、これまでは 2泊 3日で群馬県・軽

井沢の南ヶ丘倶楽部で行われてきましたが、多くの方

が参加しやすいように 1泊 2日で会場も埼玉県・嵐山

町の国立女性教育会館で開催されます。 

青年部は今まで「春の集い」「夏の集い」の名称で集

いを開催してきましたが、今年は「第1回集い」「第2

回集い」に変更しました。理由は、開催時期に捉われ

ず青年達が集まりやすい時に行なう為です。 

新年合同礼拝(2020年1月13日)は1区、2区、3区

が一緒に行う合同礼拝となります。 

次年度の委員構成では、社会委員会がまだ委員の決

定がなされていない事が報告されました。交付金につ

いては全て前年度と同額の要求がなされました。 

地区への要望や意見としては、地区伝道会計が潤っ

ているので小規模教会の伝道、教師の研鑽や交わり等

に積極的に活用していく事、委員が変われば委員会の

行事も変化していいのではないか等の意見がありまし

た。 

2019年度も主にある一致と連帯のもと、常に主のみ

声に聞き従いながら、福音の前進に仕える地区となれ

ますようお祈りいたします。 

 

2019度の各委員会各部の主な行事予定と日程 

【地区委員会】 

新年合同礼拝     2020年1月13日(月・祝) 

地区総合協議会    2020年2月 

【伝道委員会】  

役員・伝道委員研修会 2019年7月14日(日) 

伝道と賛美の集い   2019年11月 

【教育委員会】 

中学KKS・青年キャンプ 2019年8月13日(火) 

～15日(木) 

秋のフェスタ      2019年9月29日(日) 

ＣＳせいと大会    2019年10月14日(月・祝) 

【社会委員会】           (右上へ) 

 

 

８・１５集会    2019年8月15日(木) 

環境問題講演会  2019年9月29日(日) 

２・１１集会    2020年2月11日(火・祝) 

【教師委員会】 

一日教師研修会  2019年7月8日(月) 

拡大教師会    2019年11月 

三区合同教師会  2020年1月27日(月) 

【教会全体修養会】 

教会全体修養会  2019年8月26日(月)～27日(火) 

【地区通信委員会】 

2019年7月、12月、2020年3月に発行 

【ホームページ委員会】 

第18回ＩＴ祭り  2019年6月16日(日) 

【障教懇(アーモンドの会)】 

第25回障教懇   2019年9月23日(月・祝)  

【教会音楽委員会】 

第1回講習会    2019年6月29日(土) 

第2回講習会   2019年11月9日(土) 

【壮年部】 

一日研修会    2019年11月16日(土) 

総会       2020年2月16日(日) 

【婦人部】 

総会       2019年4月15日(月) 

全体研修会    2019年7月1日(月) 

もより婦人研修会 2019年10月～11月 

世界祈祷日    2020年3月6日(金) 

【青年部】 

第1回集い(キャンプ) 2019年8月頃 

第2回集い      2020年2月頃 

【関東教区関係】 

教区総会     2019年5月30日(木)～31日(金) 

教区教会婦人会総会・研修会  

2019年6月5日(水)～6日(木) 

教区の宣教を考える集い 2019年7月15日(月・祝) 

教区社会活動協議会 2019年9月15日(日) 

～16日(月・祝) 

お知らせ・お願い 

【各個教会関係】 

 浦和別所教会「ジャズコンサート」のご案内   

日時 3月16日(土) 午後2：00から 

会場 浦和別所教会 

出演 ピアノ：森下滋氏、ボーカル：飯田さつき氏 

▽入場無料です。尚、駐車場がありませんので、お 

越しの際は公共交通機関をご利用下さい。 

【問い合わせ】澤田石秀晴(浦和別所)  

☎048-861-4210 

 

 桶川伝道所「定例賛美礼拝＆コンサート」のご案内  

日時 3月17日(日) 午前10：30～午後1：10 

会場 桶川伝道所 

お話 鈴木佳子牧師(久美愛) 

演奏 馬場つや子氏(アリアコンクール2018年度 

優勝者)他 

食事代 300円 

【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 報告：地区総合協議会 

2019年2月12日(火)、午後7時より埼玉新生教会

を会場として、地区委員会と各委員会・各部の代表者

が集まって2019年度の埼玉地区の各委員会各部の活

動計画及び委員名簿の発表と行事日程の調整等を行な

う「地区総合協議会」が開催されました。出席者は18

名。 

2019 年度の活動計画として、各委員会各部とも例年

通りの行事を予定していましたが、教師委員会主催の

教師一泊研修会は前年度初めて一泊ではなくて一日の

修養会となりましたが、今年度も同様に一日修養会に

なります。また 11月に初めて 1区、2区、3区の最寄

り教師会が一緒になった拡大教師会を開催します。 

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 


