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今月の集会案内等 
 

来月の集会案内等 

�     1月の予定 
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)  

子ども説教 指方周平牧師(東所沢) 

聖餐式司式 武田真治牧師(上尾合同) 

      法亢聖親牧師(深谷) 

  ▽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。 

★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 

              

・郵便振替口座 ００１３０－２－４１３１２７ 

・口 座 名  日本基督教団 埼玉地区 

2月11日(火) 信教の自由と平和を求める2・11集会 

  時間 午前10：00から 

  会場 大宮教会 

  講師 伊佐育子さん(カトリック信者) 

  講演 未定 

  ▽沖縄高江ヘリパット問題に関しての講演です。 

   伊佐さんは現地で反対運動を続けています。 

 【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039 

 

2月16日(日) 壮年部総会 

時間 午後3：00から (受付開始 午後2：30) 

  会場 大宮教会     

開会礼拝 説教者未定 

  議案 活動報告、決算報告、活動計画、予算案等 

 【問い合わせ】市川浩(飯能) ☎042-977-0650 

お知らせ・お願い 

� 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 

13日(月) 新年合同礼拝 

       上尾合同教会 10：30ａｍ 

伝道委員会 

       埼玉新生教会 6：30ｐｍ 

14日(火) 婦人部委員会 

       久美愛教会 10：00ａｍ 

地区委員会 

       埼玉新生教会 5：00ｐｍ 

15日(水) 教会音楽委員会 

       大宮教会 0：00ｐｍ 

17日(金) 教育委員会 

       初雁教会 6：30ｐｍ 

19日(日) 壮年部委員会 

       上尾合同教会 2：30ｐｍ 

社会委員会 

       川口教会 3：00ｐｍ 

     ホームページ委員会 

       西川口教会 4：00ｐｍ 

     アーモンドの会委員会 

       埼玉新生教会 4：00ｐｍ 

27日(月) 三区合同教師会 

       浦和別所教会 10：30ａｍ 

≪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) 

≪2月、3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。

ホームページにも掲載します。(ＨＰには締切はなし) 

◎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。  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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 【各個教会関係】 

☺ 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 

 

【関東教区関係】 

☃ 関東教区「十日町雪掘りキャンプ」のご案内   

日時 2月12日(水)〜16日(日) 

会場 十日町教会 

参加費 6,000 円 

※参加費は宿泊費・食費を含みます。この他、温 

泉入浴費用（１回600円程度）は個人負担です。 

またボランティア保険は各自で必ず加入してく 

ださい。各地の社会福祉協議会で加入すること 

ができます。 

  参加申込 1月31日(金)締切厳守。 

▽申し込みフォームに記入の上、新潟教会・長倉 

望までお送りください。 

新潟教会Fax：025(222)3428 

E-mail：nozomn0511@gmail.com 

 【問い合わせ】長倉望（新潟） TEL 025-222-3420 

 

 
報 告 

お知らせ・お願い 
【各集会参加者数】 ・最寄り婦人研修会 

1ブロック 久美愛教会    29名・5教会 

2ブロック 聖学院教会    36名・5教会 

3ブロック 草加教会     39名・7教会 

4ブロック 上尾使徒教会   39名・7教会 

5ブロック 武蔵豊岡教会    28名・3教会 

6ブロック 志木教会      48名・10教会 

7ブロック 深谷教会     45名・5教会 

    合計 264名・42教会 

�「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 

 

� 地区総会報告書提出のお願い 

地区総会は、2020年3月20日(金)、埼玉和光教会 

を会場にして行われます。この為、各委員会・各 

部等の代表者の方は、地区総会に向けて年度報告 

をご提出ください。 

書式：Ａ4、余白(上下左右20ミリ)、40行、 

    1行／45字、10.5ポイント 明朝、 

  タイトルは 16ポイント ゴシック 

  提出期限 2月14日(金) 

  ▽地区書記・大坪直史までご提出ください。 

提出はメールのみの提出となります。報告書を 

メールで添付してください。 

なお、必ず一度プリントアウトして間違いがな 

いか確認してからご提出ください。 

   メール：otsubo_naofumi@yahoo.co.jp 

【問い合わせ】大坪直史(熊谷) ☎048-521-6018 

【地区月報の蔭から】 

 埼玉地区月報は今月号で277号になります。第1号

は1997年1月号、発行日は1996年12月24日付です。

伝道委員長だった西川口教会の島隆三先生と西川口教

会でとても寒い中、印刷したのを昨日の事の様に覚え

ています。今から23年前です。 

当時、伝道委員会で「今、地区にとって必要な事」

と言うテーマで話し合いをしました。この時、地区の

様々な情報をコンパクトにまとめて流すことによって

「血の通い合う地区」にいくらかでも貢献できるので

はないかと提案しました。結局Ａ4サイズ1枚にまと

めて、各教会へ役員人数分を送ることにしました。当

初は表面だけでしたが、どんどん情報が増えていって

1年半後には両面印刷にしました。4年後には、地区の

ホームページを開設してホームページでも情報を流す

ようにしました。 

当初は、5年間でも続けられれば…と思っていまし

たが、まさか20年以上それも、一度の休みもなく毎月

発行出来ました。情報をお寄せいただいた皆様、又毎

月原稿をチェックして頂いた地区長、地区書記、ホー

ムページ委員の関係者に感謝です。また印刷と発送を

する連れ合いにも感謝です。迎える新年が皆様にとり

まして神様の恵み溢れる年となりますようにお祈り致

します。 

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 


