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7 月の予定

1 日(月) 婦人部全体研修会
大宮教会 10：00ａｍ
8 日(月) 一日教師研修会
大宮教会 10：00ａｍ
教師委員会
大宮教会 研修会終了後
9 日(火) 地区委員会
大宮教会 5：00ｐｍ
14 日(日) 役員・伝道委員研修会
埼玉新生教会 3：00ｐｍ
伝道委員会
埼玉新生教会 5：00ｐｍ
15 日(月) アーモンドの会委員会
埼玉和光教会 10：00ａｍ
17 日(水) 教会音楽委員会
大宮教会 1：00ｐｍ
21 日(日) 壮年部委員会
春日部教会 2：30ｐｍ
23 日(火) 教育委員会
初雁教会 6：30ｐｍ
26 日(金) 教育委員会
大宮教会 2：00ｐｍ
【関東教区の主な予定】
15 日(月) 関東教区の宣教を考える会
大宮教会 10：15ａｍ

報 告
【各集会参加者数】
・第 18 回ＩＴ祭り (6／16) 19 名・8 教会
≪8 月、9 月の情報をお寄せください≫
◎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。

今月の集会案内等

来月の集会案内等

7 月 1 日(月) 婦人部全体研修会
時間 午前 10：00～午後 2：30
会場 大宮教会
開会礼拝 「力強い教会の働き」
鈴木佳子牧師(久美愛教会)
講演 「生ける聖霊の働きを信じて」
下田尾治郎先生
(敬和学園大学宗教部長・准教授)
参加費 無料、席上献金が有ります。
持ち物 お弁当、筆記用具
【問い合わせ】石井わか(安行) ☎048-256-6685
7 月 8 日(月) 一日教師研修会
時間 午前 10：00～午後 3：00
会場 大宮教会
主題 「種を蒔く教会 ～共に考える青年伝道～」
講師 増田将平牧師(青山教会)
会費 300 円
申込 竹内紹一郎(深谷西島教会)まで
ＦＡＸ：048-575-2723
メール：fukanishi@yahoo.co.jp
締切 6 月 25 日(火)
▽聖書、讃美歌 21 は各自お持ちください。
【問い合わせ】竹内紹一郎(深谷西島)☎048-575-2723
7 月 14 日(日) 役員・伝道委員研修会
時間 午後 3：00～5：00
会場 埼玉新生教会
テーマ「さいたまの伝道…大宣教命令」
講師 小林眞牧師(岩槻教会、埼玉地区委員長)
▽各々の伝道の取り組みや伝道のヴィジョン等に
ついて活発に意見交換する機会になればと願っ
ています。積極的にぜひご参加ください。
【問い合わせ】栗原清(武蔵豊岡) ☎04-2962-6191
http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/

8 月 13 日(火)～15 日(木) 中学生 KKS 青年キャンプ
会場 立教学院みすず山荘(長野県軽井沢町)
テーマ 「アブラハム物語～神に従った人～」
参加費 15,000 円
▽アブラハムの物語（創世記 12～22 章）を劇化
し、発表する形で学びます。
【問い合わせ】
指方周平(東所沢) ☎04-2945-5169
8 月 15 日(木) 平和を求める 8・15 集会
時間 午前 10：00 から
会場 大宮教会
講師 永山茂樹先生(東海大教授)
【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039
8 月 26 日(月)～27 日(火) 教会全体修養会
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)
定員 100 人
申込締切 7 月 14 日(日)
【問い合わせ】小林眞(岩槻) ☎048-756-0468

お知らせ・お願い
【各個教会関係】
 狭山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もリンクされていま
す。
http://sayama.holy.jp
【問い合わせ】大久保一秋(狭山) ☎04-2954-8131
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お知らせ・お願い
【各個教会関係】
 秩父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もリンクされていま
す。
http://chichibu.holy.jp
【問い合わせ】温井豊(秩父) ☎0494-22-2431
【関東教区関係】
 関東教区の宣教を考える集いのご案内
テーマ「会津の教会はこうして
共にあゆんでいます」
－「協同」の業として宣教の可能性を考える－
日時 7 月 15 日(月) 午前 10：15～午後 3：30
会場 大宮教会
講演 「福島県会津地区の共同牧会の取り組み」
講師 高橋真人牧師(会津坂下教会)
(東北教区宣教部委員長)
▽子どもも一緒にご参加ください。
【問い合わせ】飯塚拓也(竜ヶ崎) ☎0297-64-3768

教会・教師の動き

報告：第 69 回関東教区総会
5 月 30 日(木)・31 日(金)、大宮ソニックシティ小ホ
ールにて、第 69 回関東教区総会が開催されました。開
会礼拝は新保恵子牧師(新発田教会)が説教をされまし
た。
開会礼拝後に、組織会、そして議事となりました。
第 1 日目の午前の議事の後、来賓の紹介、新任教師
紹介、隠退教師紹介、関東教区で牧会 25 年以上の教職
への感謝、関係学校の紹介があり、昼食休憩となりま
した。
午後は、准允式が執行されました。埼玉地区大宮教
会出身の西谷祐司師が、准允を受けられました。
今総会では、教区執行部の選挙がありました。午後
の議事の議長報告後、選挙も順次進められました。選
挙の結果、福島純雄牧師（茨城地区・筑波学園教会）
が教区総会議長（新任）に、熊江秀一牧師（埼玉地区・
大宮教会）が教区総会副議長（新任）に選ばれました。
議長と副議長より、小池正造牧師（新潟地区・東新潟
教会）が教区書記に再選されました。宣教部委員長に
は飯塚拓也牧師（竜ヶ崎教会）が再選されました。
常置委員選挙は以下の教師・信徒が当選。
【教師】木村太郎(宇都宮)、栗原清(武蔵豊岡)
田中かおる(安行)、嶋田恵悟(土浦)
長倉望(新潟)
【信徒】金刺英雄(上尾合同)、豊川昭夫(越谷)
國吉常喜與(宇都宮上町)、佐久間文雄(志木)
半田香代子(原市)
今回、特筆すべき議案の一つは「関東教区諸委員会
の整理・統廃合及び常設委員会と特設委員会との種別
の変更並びに委員会名を改称する件」でした。昨年度
の総会で常置委員会付託となり、今回再提案されまし
た。一部修正して可決されました。変更後の組織、委
員会、人数はすっきりと、分かりやすくなったと思い
ます。
第 1 日目の午後 5 時過ぎに、教会互助についての協

議会が開催され、教区総会議長、宣教部委員長から、
ナルドの壺献金の経緯、互助制度の現状、様々な課題
についての説明がありました。その後フロアからの声
に耳を傾けました。小規模教会の苦闘を感じさせられ
るひとときでした。
第 2 日目は、まず、逝去者追悼礼拝をささげました。
議事に入り、特別委員会の報告がなされ、そのあと
に、教団問安使の挨拶と質疑となりました。今年は、
日本基督教団副議長の久世そらち師（札幌北部教会）
より、
「教区総会への議長挨拶」と「教団伝道推進・機
構改定に関する検討資料」から、教団の取り組みの説
明がありました。フロアからの質問に、真摯にお答え
してくださいました。久世先生は北海教区に属してお
られ、北海道胆振東部地震への被災支援について関東
教区に御礼を述べられました。
東北教区議長で、東北教区放射能問題支援対策室い
ずみ室長の保科隆師が、東日本大震災の被災支援につ
いて報告されました。
四国教区議長の黒田若雄師より、西日本豪雨の被災
支援について感謝と報告がありました。
第 2 日目の午後の審議では、三つの伝道所廃止に関
する件が、関係教会の廃止の承諾日を確認して付すこ
とを条件に、可決されました。埼玉地区関係では、北
川辺伝道所、国際愛伝道所があります。廃止を残念に
思うと同時に、伝道所が宣教を続けていくためには何
が必要で、何ができるのか、今後の課題が突きつけら
れたように思います。
今年度は、部落解放全国会議が関東教区で開催され
る予定です。この議案が提出され、可決されました。
教団部落解放センターの斎藤成二師よりご挨拶があり
ました。
すべての議事を終え、熊江秀一副議長の閉会の祈り
によって、教区総会が終わりました。
主なる神が関東教区の歩みを祝福してくださいます
ように！
報告：金田佐久子(西川口教会牧師)
(埼玉地区ホームページより抜粋)

○ 5 月 31 日、北川辺伝道所と国際愛伝道所が、教区
総会の議を経て、閉鎖されることになりました。
○ 5 月 24 日、鈴木一義牧師(シャロンのばら教会)が
逝去されました。6 月 30 日(日)、午後 3 時から、
あゆみ幼稚園で葬儀・告別式が行われます。
○ 5 月末、東野尚志牧師(聖学院教会)が辞任。
○ 6 月 14 日、岡本不二夫教師(隠退教師、元浦和東
教会牧師、元埼玉地区委員長)が逝去され、6 月 16
日(日)に前夜式、6 月 19 日(水)に告別式が埼大通
り教会で行われました。
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

