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5 月の予定

6 日(月) 教師委員会
埼大通り教会 2：00ｐｍ
10 日(金) 地区委員会
大宮教会 5：00ｐｍ
13 日(月) 最寄り 1 区教師会
日野原記念上尾栄光教会 10：30ａｍ
伝道委員会
埼玉新生教会 6：30ｐｍ
19 日(日) 壮年部委員会
越谷教会 2：30ｐｍ
20 日(月) 最寄り 3 区教師会
菖蒲教会 10：30ａｍ
21 日(火) 教育委員会
初雁教会 6：30ｐｍ
【関東教区の主な予定】
30 日(木)～31 日(金) 関東教区総会
大宮ソニックシティー

教会・教師の動き
○
○
○
○
○
○

4 月、行田教会・西川晃充牧師が就任。
4 月、上尾合同教会・武田真治牧師が就任。
3 月末、行田教会・清水与志雄牧師が辞任。
3 月末、上尾合同教会・木村太郎牧師が代務を辞任。
3 月末、越生教会・江田めぐみ牧師が辞任。
3 月末、国際愛伝道所・許昌範牧師が辞任。

今月の集会案内等
5 月 19 日(日) 上尾合同教会・武田真治牧師就任式
時間 午後 3：00 から
会場 上尾合同教会
司式 東野尚志牧師(関東教区議長)
【問い合わせ】上尾合同教会 ☎048-771-6549
最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。

来月の集会案内等

お知らせ・お願い

6 月 16 日(日) 第 18 回ＩＴ祭り
時間 午後 3：00～5：00
会場 埼玉新生教会
発題 「生きている教会
－生きているホームページを作成しよう！－
豊川昭夫(地区ホームページ委員)
▽講演の他に、埼玉地区でホームページを開設し
ている教会の現状を報告して頂く予定です。
ホームページを開設している教会の担当者は
ぜひ出席して下さるようお願い致します。
▽フリーマーケットも同時開催します。
時間 午後 2：30～3：00 5：00～5：30
フリーマーケットへ出品しよう！！ご希望の方
は、6 月 9 日までに、埼玉新生教会・中村眞牧師
(☎048-852-1379)まで申込み下さい。
※駐車場の用意あります。
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379

【地区関係】
 最寄り 1 区教師会のご案内
日時 5 月 13 日(月) 午前 10：30～午後 2：30
会場 日野原記念上尾栄光教会
礼拝 長橋和彦牧師(日野原記念上尾栄光)
発題 川添義和牧師(埼大通り)
「説教の準備の仕方
～共に説教の準備について語り合う～」
会費 200 円
▽昼食は各自ご用意ください。
【問い合わせ】川添義和(埼大通り) ☎048-852-2735

6 月 29 日(土) 第 1 回教会音楽講習会
時間 午後 1：30～4：00
会場 大宮教会
主題 ｢讃美歌２１再発見①｣
－もっと使おう！もっと歌おう！－
講師 荒瀬牧彦先生(カンバーランド長老キリス
ト教会・日本聖書神学校教授)
内容 讃美歌に関心がある信徒・教職向けの学び、
礼拝音楽の展望と課題
参加費 500 円
【問い合わせ】吉田みち子(埼玉新生) ☎048-853-5867
≪6 月、7 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

http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/

 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)
「伝道報告とカルヴァンの祈祷論」
会費 200 円
昼食代 700 円
▽4 日位前までにご連絡ください。
車の方には、ドラックストア・セキ薬局Ｐ.Ｋ
の地図を送ります。
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921
 アジア学院生ホームステイのお知らせ
(地区婦人部活動)
6 月 1 日(土)～3 日(月)
アジア学院ホームステイの受入れは下記の方がご
奉仕下さいます。感謝してお祈りの内にお覚え下
さい。
・高﨑和子姉(所沢みくに教会) 2 名
・吉崎光子姉(飯能教会) 1 名
・井上儀子姉(浦和東教会) 1 名
【問い合せ】石井わか(安行) ☎048-256-6685

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.269 (裏面)

お知らせ・お願い
【地区関係】
 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】
 越谷教会第 8 回他教会訪問ツアーのお知らせ
日時 5 月 18 日(土) 午前 10：00 から
訪問先 岩槻教会
▽2 年に一度近隣の教会を訪問しています。今年
は岩槻教会を訪問しその後岩槻市内の観光をし
ます。お祈りの内にお覚え頂ければ幸いです。
【問い合わせ】越谷教会伝道牧会委員会＆壮年会
☎048-962-2743

 桶川伝道所「定例賛美礼拝＆コンサート」のご案内
日時 5 月 19 日(日) 午前 10：30 から
会場 桶川伝道所
演奏 クラリネット、ヴァイオリントリオ
ソプラノ他
イースター野外礼拝に招待したＣＳのこど
もたちと共に
お話 櫻井義也教師
▽入場無料、食事代 300 円
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921

 東京信徒会主催「講演会」のご案内
日時 5 月 11 日(土) 午後 3：00～4：30
会場 富士見町教会（JR 飯田橋西口前）
講演 「これからのキリスト教会のために
－人生 100 年時代にあって次世代への
信仰継承の課題―」
講師 阿久戸光晴先生(東京信徒会名誉顧問)
【問い合わせ】鈴木功男(東京信徒会)
☎044-969-2024

【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

【各集会参加者数】
・婦人部総会 (4／15)

【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
50 周年全国集会が全国的な連帯の証しとなり
神様の導きのうちに、宣教の進展に資する婦人
会連合の次の時代へと歩み出す大きな力となり
ますように祈ります。
【問い合わせ】西谷美和子(伊勢崎) ☎ 0270-25-0570

報 告
113 名・41 教会

地区の歴史 (地区委員長)
※ 1999 年度の総会で、地区委員長の任期は、
「任期を
2 年とし、2 期を継続して任期を満了したものは、
4 年以内に再選されない」となった。それ以前は、
「任期は、2 年とし再選をさまたげない」
。
1 期目
2019 年～2019 年 小林 眞（岩槻）
2015 年～2018 年 川染三郎（鴻巣）
2期
2010 年～2014 年 土橋 誠（飯能）
2 期半
2007 年～2009 年 深見祥弘（東所沢）
1 期半
2003 年～2006 年 最上光宏（浦和東）
2期
1999 年～2002 年 秋山 徹（上尾合同） 2 期
1997 年～1998 年 桜井義也（行田）
1期
1995 年～1996 年 岡本不二夫（浦和東） 1 期
1989 年～1994 年 山岡 磐（初雁）
3期
1981 年～1988 年 小海寅之助（西上尾） 4 期
1977 年～1980 年 池宮 仰（大宮）
1期
1973 年～1976 年 横山義孝（西川口）
2期
1971 年～1972 年 山添順二（熊谷）

 埼玉新生教会「ピンポン大会」のご案内
日時 6 月 29 日(土) 午後 1：00
≪月報がメールで受け取れます≫
会場 埼玉新生教会
【申し込み＆問い合わせ先】iwasa@bb.mbn.or.jp
▽飛び入り参加歓迎いたします。
岩佐浩一(上尾合同)
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379
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