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教会・教師の動き 
 「埼玉地区デー」献金のお願い 

  埼玉地区では毎年１月の成人の日に、埼玉地区新

年合同礼拝を開催しております。特に、この日を

「埼玉地区デー」と定めて地区の一致と連帯を推

進してまいりました。この埼玉地区の活動とその

一致と連帯を覚えて、「地区デー」献金をお献げい

ただきたく、ここにお願い申し上げます。 

  なおご献金は、「地区デー」当日の新年合同礼拝  

の際にお持ちいただいて、受付でお渡し下さい。 

ご都合のつかない方は、下記の口座にお振込み下

さい。振込みの場合は振替用紙に“地区デー献金”

と明記してください。 

郵便振替口座 ００１３０－２－４１３１２７ 

   口 座 名  日本基督教団 埼玉地区 

 【問い合わせ】町田さとみ(初雁) ☎049-224-7594 

 

 地区総合協議会の日程表提出のお願い  

2020年2月12日(水)、午後7時から9時まで 

埼玉新生教会で来年度の埼玉地区の各委員会・各

部の行事日程を調整する地区総合協議会が開催さ

れます。各委員会・各部の代表の方は、ご出席を

お願いいたします。 

地区総合協議会で、時間を短縮する為、事前に各

委員会・各部の来年度の委員会日程・行事日程・

委員名簿を地区書記までメールで送り、地区書記

がまとめて総合協議会の当日に 2020 年度の地区

日程表を配布し協議することになっております。 

そこで、「2020 年度日程と委員名簿(ワード)」に

記入して下記までメールで送って下さいますよう

お願い致します。締切期限は2020年1月31日(金) 

送付先 大坪直史(地区委員・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 

     12月の予定 
○ 9月30日、埼玉中国語伝道所・林美音牧師(台湾基

督長老教会からの派遣宣教師)は 3 年の任期を終

え、台湾に戻られました。  

○ 10 月 1 日、愛泉教会・深井智朗牧師(正教師)が、

兼務主任担任教師を辞任、主任担任教師に就任。 

○ 11月10日 、東松山教会・崔 長壽(チェ ジャンス)

牧師の就任式が行われました。   

○ 11月30日、大宮教会で関東教区2019年度秋季按

手礼式が行われます。埼玉地区では、木村光寿師 

(飯能教会主任担任教師)、澤田石秀晴師(浦和別所

教会主任担任教師)、塚本望師(深谷西島教会担任教

師)、長橋和彦師(日野原記念上尾栄光教会主任担任

教師)の4人の先生が按手を受けます。 

お知らせ・お願い 

【地区関係】 

 地区会計からのお願い      

  まだ今年度の地区分担金を納めておられない教会 

  は、12月末までに納めて頂けますように宜しくお 

  願い致します。早めに頂けますと活動が円滑に行 

  なわれます。    

    ・郵便振替口座 ００１３０－２－４１３１２７ 

  ・口 座 名  日本基督教団 埼玉地区 

 【問い合わせ】町田さとみ(初雁) ☎049-224-7594 

 

 ホームページ委員会からのお願い 

埼玉地区のホームページには、埼玉地区 59 の教

会・伝道所の詳細ページがあります。この中に集

会案内が掲載されていますが、集会内容や時間の

変更のある教会は FAX またはメールでお知らせく

ださい。宜しくお願い致します。 

    FAX:048-979-1057  

   メール: toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

  【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

今月は地区の委員会・集会などの予定はありません。 

来月の集会案内等 

1月13日(月・祝) 新年合同礼拝 

時間 午前10：30から 

  会場 上尾合同教会 

説教者 井ノ川勝牧師(金沢教会)  

  ▽今回は埼玉地区全体（1区～3区）の合同礼拝で、

埼玉地区委員会が主催します。万障お繰り合わ

せの上、ご参加くださいますよう、宜しくお願

いいたします。 

★聖書は「新共同訳聖書」、賛美歌は「讃美歌21」 

    を使用します。当日用の冊子に聖書、賛美歌は 

   印刷いたしますので、ご持参くださらなくて結 

構です。 

★子どもたちへの説教があります。 

★礼拝後、2018年1月8日から2020年1月12日

の間に受洗された方、また成人式を迎えた青年

を紹介し、地区委員長が祝福の祈りを致します。 

★駐車場の用意はありません。近隣の有料駐車場

か公共交通機関をご利用ください。 

  【問い合わせ】大坪直史(熊谷) ☎048-521-6018 

 

１月27日(月) 三区合同教師会 

  時間 午前10：30～午後2：20 

  会場 浦和別所教会 

  礼拝 高田輝樹牧師(草加) 

  講演 「聖書・信仰告白・教会形成 

          －牧会50年の歩みを顧みて」 

  講師 秋山徹牧師(日本基督教団総幹事)           

  会費 300円 

  【問い合わせ】鈴木佳子(久美愛) ☎048-873-4566 

≪1月、2月の情報をお寄せください≫ 

◎ＦＡＸ：048-979-1057 

◎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 
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  埼玉新生教会「しんせい寄席」のご案内   

日時 1月18日(土) 午後2：00～午後4：30 

会場 埼玉新生教会 

出演 古琴亭志ん軽(福音落語)、神田ナザレ(聖書 

講談)、フーガ＆はるか(マジック) 

▽入場無料、駐車場あります 

【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

 

 川口がん哲学カフェ「いずみ」開所3周年記念 

   講演会のご案内 

  日時 1月25日(土) 午後1：30～3：30 

  会場 西川口教会 

  講演 「いい覚悟で生きる」－がん哲学外来の原点 

  講師 樋野興夫先生 

  申込 FAX：048-258-6630 

     メール：kawaguchiizumicafe@outlook.jp 

  ▽入場無料。 定員70人。 

 【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036 

 

【一般関係】 

 東京聖書学校「学生クリスマス」のご案内 

  日時 12月6日(金) 午後5：00から 

  会場 東京聖書学校 

説教 大嶋重徳牧師(鳩ケ谷福音自由教会) 

  ▽会のあとに、お茶とお菓子で交わりの時があり 

   ます。参加無料。席上献金があります。参加希 

望者は11月までに原田までご連絡下さい。 

【問い合わせ】原田彰久(東京聖書学校) 

☎048-982-5064 

 

 狭山入間市民クリスマスのご案内   

日時 12月7日(土) 午後2：00から 

会場 武蔵豊岡教会 

内容 工藤篤子コンサート（地中海ソプラノ） 

▽無料ですが、入場整理券が必要です。 

【問い合わせ】栗原清(武蔵豊岡) ☎04-2965-4348 

 

 

 第29回さいたま市民クリスマス SAI☆KURI2019 

日時 12月13日(金) 午後6：50 (開場 6：10)  

会場 さいたま市民会館おおみや大ホール  

メッセンジャー 大嶋重徳牧師 

(鳩ケ谷福音自由教会) 

音楽宣教師 久米小百合(久保田早紀として音楽 

活動)＆チェリスト 井上ともこ(無任所教師) 

入場料 前売大人(高校生以上)800円、 

小・中学生500円   

当日大人(高校生以上)1000円、小・中学 

生500円 全席自由。未就学児は無料  

概要 クリスマスならではの希望にあふれたトー

クと、心温まる音楽をお楽しみください。

当日、抽選でステキなクリスマス・プレゼ

ントがあります。  

 【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

 

 埼玉県南クリスマス・コンサートのご案内  

日時 12月18日(水) 午後7：00から 

 (開場 午後6：40) 

会場 川口リリア4Ｆ音楽ホール(川口駅西口) 

ゲスト 野田愛姈(エリョン) (マリンバ奏楽) 

青山学院大学系属浦和ルーテル学院 

中高等部ハンドベルクワイヤー 

メッセンジャー 大嶋重徳牧師 

(鳩ケ谷福音自由教会) 

▽入場無料 

【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036 

報 告 

【各集会参加者数】 

・教会音楽講習会 (10／26)   36名・11教会 

・伝道と賛美の集い (10／26)  61名・11教会 

・壮年部研修会 (11／16)    19名・8教会 

・最寄り婦人研修会 (10月～11月) 

7ブロック合計 264名・42教会(詳細は来月号掲載) 

お知らせ・お願い 

【各個教会関係】 

 桶川伝道所「賛美礼拝＆コンサート」のご案内  

  日時 12月15日(日) 午前10：30から 

  会場 桶川伝道所 

  演奏 ヴァイオリン2台、ビオラ2台、ピアノ 

     チェロ2台 

  お話 櫻井義也教師(隠退教師) 

  ▽どなたでもご出席ください。 

 【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 

 埼玉新生教会「クリスマスゴスペルコンサート」の 

  ご案内 

日時 12月21日(土) 午後5：30～8：00 

会場 埼玉新生教会2Fホール 

▽当教会の2つのクワイア、クールズ&プレイズが 

賛美します。コンサート終了後、フェローシッ 

プの時を用意しています。入場無料。 

20台まで駐車できます。 

 【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

 

 桶川伝道所「クリスマス礼拝＆チェロコンサート」 

  のご案内 

  日時 12月22日(日) 午前10：15から 

  会場 桶川伝道所 

  演奏 黄原亮司氏(東京交響楽団副首席) 

  お話 高橋悦子牧師(桶川) 

 【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

≪月報がメールで受け取れます≫ 

ご望の方は、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) 

意見ご要望もお寄せください｡ FAX:048-979-1057 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 


