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今月の集会案内等 
 

お知らせ・お願い 

     4月の予定 
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) 

       「埼玉のリディア」 

  ▽2019年度の婦人部主題 「聖霊に導かれ、神の召 

しに応える － 使徒言行録を学びつつ －」 

 【問い合わせ】森生郁代(所沢武蔵野)  

☎090-6934-2740 

お知らせ・お願い 

【地区関係】 

 最寄り3区教師会のご案内   

日時 5月20日(月) 午前10：30から 

会場 菖蒲教会 

礼拝 東海林昭雄牧師(菖蒲) 

発題 舟生康雄牧師(加須) 

【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 

 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) 

▽今回の修養会は、日程や費用も多くの方が参加 

しやすいように設定しました。自由時間には茶 

室、音楽室などを利用しての自由参加のプログ 

ラムも考えております。 

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 

【各個教会関係】 

 桶川伝道所「第2回さくらコンサート」のご案内  

日時 4月21日(日) 午前10：30～午後0：40 

会場 桶川伝道所 

演奏 ゲスト：馬場津也子 

(アリアコンクール1位) 

     「ミュージカル星の王子様より」 

     ヴァイオリン2台、クラリネット、ピアノ 

フルート、 

お話 高橋悦子(桶川)  

▽入場無料。皆様のご参加をお待ちしています。 

【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 

【関東教区関係】 

 関東教区教会婦人会連合総会・講演会のご案内  

日時 6月28日(金) 午前10：30～午後3：30 

会場 大宮教会 

講演 「第26期主題"聖霊に導かれ、神の召しに 

応えるー使徒言行録を学びつつー"」 

講師 キスト岡崎さゆ里宣教師 

        (東京教区南支区協力宣教師） 

参加費  無料 

【問い合わせ】西谷美和子(伊勢崎) ☎ 0270-25-0570 

 

【一般関係】 

 日本基督教団全国教会婦人会連合50周年全国集会 

日時 6月7日(金)～8日(土) 

会場 千葉・幕張メッセ国際会議場 

１日目 テーマ「感謝」開会礼拝、50周年セレ 

モニー、分科会、連合アワー、晩祷 

２日目 テーマ「希望」朝祷、主題講演、企画別 

グループ、閉会礼拝・聖餐式 

  ▽※2次募集中。2次募集は自費でお願いします 

【問い合わせ】西谷美和子(伊勢崎) ☎ 0270-25-0570 

 8日(月) 教師委員会 

       埼大通り教会 2：00ｐｍ 

10日(水) 教会音楽委員会 

       大宮教会 1：00ｐｍ 

14日(日) 社会委員会 

       川口教会 3：00ｐｍ 

アーモンドの会委員会 

       埼玉新生教会 4：00ｐｍ 

ホームページ委員会 

       上尾合同教会 5：00ｐｍ 

15日(月) 婦人部総会 

       大宮教会 10：00ａｍ 

     婦人部委員会 

       大宮教会 総会終了後 

伝道委員会 

       埼玉新生教会 6：30ｐｍ 

16日(火) 教育委員会 

       初雁教会 6：30ｐｍ 

報 告 

【各集会参加者数】 

・世界祈祷日 (3月1日)  

1区 (会場：埼玉新生教会)    113名・23教会 

2区 (会場：志木教会)      101名・18教会 

3区 (会場：カトリック熊谷教会) 58名・14教会  

合計272名・55教会 

来月の集会案内等 

現在、地区としての来月の集会案内はありません。各

委員会・各部とも、今年は6月以降に集会を企画して

います。なお、牧師就任式等ありましたら来月号でお

知らせします。 

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.268 (裏面) 

 地区内61教会・伝道所を形成する私たち一人ひとり

は、福音の前進に仕えるという共通の目的のために召

されています。福音の前進に仕えるということは、私 

たちを救うために十字架で死なれ三日目によみがえら

れた、主イエス・キリストの救い主なることを宣べ伝

え、この福音をもって主の御体なる教会を形成するこ

とです。この共通の目的のために、私たちは日本基督

教団信仰告白に立ち、祈りをささげ、地区が準備する

交わりに積極的に参加し、さらなる一致と連帯の強化

に努めるのです。諸教会・伝道所の交わりは、共に主

の御体なる教会共同体を形成する一体的かつ有機的交

流であって、縦の交わりに基づいて横の交わりを豊か

にするものです。それは「一つの部分が苦しめば、す

べての部分がともに苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、

すべての部分が共に喜ぶ」交わりです。（議案報告書よ

り） 

【活動について】 

①最寄り区の諸教会・伝道所の出会いと交わりによる

主にある一致と連帯の強化に努めます。最寄り区の教

師会が中心になって、最寄り区活動が充実すること、

地区全体の諸教会・伝道所の歩みが豊かになることを

目指します。 

②今年度開催される教会全体修養会は、より多くの方

に参加していただけるように、崔他県の宿泊施設を会

場にして行われます。全区合同の新年合同礼拝も予定

されています。 

 

（３）2019 年度地区一般会計予算 

①支出項目と予算額は基本的に2018年度と同様です。 

②一般会計から伝道会計へ伝道互助のために5万円を

繰り入れます。 

予算案が可決されたので、地区会計より、「地区伝道

会計が恵まれているので、埼玉地区伝道支援金の申請

を積極的に出して、伝道のために用いていただきたい」

とアピールがありました。 

  報告：金田佐久子(西川口教会牧師、ＨＰ委員) 

 

 
2019 年度地区委員会組織 

報告：埼玉地区総会 
地区総会終了後、2019年度第1回地区委員会が開催さ

れ、地区委員の役割・分担が次の通り決定しました。 

委 員 長 小林 眞 （岩槻・教師） 

副委員長 栗原 清 （武蔵豊岡・教師） 

書  記 大坪 直史（熊谷・教師） 

会  計 町田 さとみ（初雁・教師） 

補助書記 本田 彰（大宮・信徒） 

補助会計 大熊眞弓（東京聖書学校吉川・信徒）、 

金田 佐久子（西川口・教師）、指方 周平（東所沢・教

師）、竹内 紹一郎（深谷西島・教師）、栗原 初音（浦和

別所・信徒）、酒井 道雄（浦和東・信徒） 

【2019年度地区委員担当・役割分担】 

伝  道 大坪 直史 

教  育 指方 周平 

社  会 栗原 清 

教  師 竹内 紹一郎 

地区通信 町田 さとみ 

Ｈ  Ｐ 金田 佐久子 

修 養 会 小林 眞 

壮 年 会 本田 彰 

婦 人 部 栗原 初音 

青 年 会 指方 周平 

障 教 懇 金田 佐久子、酒井 道雄 

教会音楽 大熊 眞弓 

埼 宗 連 竹内 紹一郎 

同 宗 連 未定 

川越少年刑務所教誨師 小林 則義（委嘱）、澁谷 弘祐

（毛呂）、町田 さとみ（連絡係） 

カルト問題 白石 多美出(委嘱）、小林 眞（連絡係） 

≪5月、6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、地区ホームページにも掲載します。 

◎ＦＡＸ：048-979-1057 

◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

2019年3月21 日(木)、大宮教会を会場として、2019 

年度の埼玉地区総会が開催されました(午前9 時30 分

～午後3 時00分)。 

開会礼拝の説教者は、3月末で越生教会を辞任される

江田めぐみ牧師でした。エフェソの信徒への手紙第４

章25～32節より「新しい生き方」と題して、説教をし

てくださいました。 

議長は川染三郎牧師(鴻巣・地区委員長)でした。出席

者は開会時点で正議員141名のうち106名でした。 

礼拝献金総額は115,126円でした。 

主な議案について報告します。 

 

（１）地区委員長選挙結果 

川染三郎牧師が 2 期 4 年の任期を満了し、地区委員長

選挙が行われました。正議員の正教師の中から選ばれ

ます。小林眞牧師が（岩槻・新）選出されました。 

 

（２）地区委員選挙(半数改選)結果 

教師 大坪直史（熊谷・再）、栗原 清（武蔵豊岡・新）、

指方周平(東所沢・再) 

信徒 大熊眞弓（東京聖書学校吉川・再）、酒井道雄（浦

和東・新） 

留任は、教師：金田佐久子（西川口）、竹内紹一郎（深

谷西島）、町田さとみ（初雁）、信徒：栗原初音（浦和別

所）、本田 彰（大宮） 

 

（３）2019年度の宣教活動計画 

【主題について】 

主題 「主にある交わりを深めよう」 

聖句 「一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦

しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜

ぶのです」(コリントの信徒への手紙一 12 章26 節) 

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 


