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来月の集会案内等 
 

お知らせ・お願い 

     4月の予定 
5月8日(金) 最寄り1区の世界祈祷日 

  時間 午前10：30 (受付 10：00) 

  会場 浦和別所教会 

  ▽主催ＮＣＣ日本キリスト教協議会（女性委員会） 

   ＷＤＰより送られて来る原案をもとに、日本語式 

   文を作成し配布しています。  

【問い合わせ】石井わか(安行) ☎048-256-6685 

※3月6日(金)より変更になりました。 

 

5月11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 金田佐久子牧師(西川口) 

  【問い合わせ】石井わか(安行) ☎048-256-6685 

※4月13日(月)より変更になりました。 

 

5月17日(日) 第19回 ＩＴ 祭り 

  時間 午後3：00～5：00 

  会場 埼玉新生教会 

  主題 「カトリック教会のＩＴを用いた 

宣教について学ぶ」 

  講師 石井祥裕氏(AMOR陽だまりの丘編集長) 

        (上智大学神学部非常勤講師) 

     石原良明氏(AMOR陽だまりの丘編集委員) 

        (上智社会福祉専門学校非常勤講師) 

  ▽AMOR陽だまりの丘は、カトリック教会が運営 

しているキリスト教系のウェブ・マガジン(イン 

ターネット上の雑誌)です。 

  ▽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。 

  ※駐車場の用意あります。何方でもご参加下さい。 

 【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

○ 3月末、和戸教会・三羽善次牧師・三羽敦子伝道

師が辞任 

○ 4月、所沢みくに教会・加藤久幸牧師が就任 

来月の集会案内等 

【地区関係】 

✍ 地区委員会からのお知らせ 

4 月中に地区総会準備会を予定しています。地区

総会で配布したい文書などがありましたら、必ず

配布部数(165部)を印刷のうえ、4月12日(日)ま

でに地区書記・大坪（熊谷教会）まで送って下さ

い。 

（住所：360-0044 熊谷市弥生2-17-1 熊谷教会) 

【問い合わせ】大坪直史(熊谷) ☎048-521-6018 

 

 最寄り1区教師会のご案内 

日時 4月20日(月) 午後1：00～4：00 

会場 東京聖書学校吉川教会 

礼拝説教 原田のぞみ牧師(東京聖書学校吉川) 

発題 原田彰久(東京聖書学校吉川) 

     「日本基督教団と教会の伝統」 

会費 200円 

【問い合わせ】鈴木佳子(久美愛) ☎090-1107-0287 

 

【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 4月19日(日) 午前10：30～午後0：45 

会場 桶川伝道所 

お話 原田のぞみ牧師(東京聖書学校吉川教会) 

奏楽 吉田みち子姉(教会音楽委員会) 

演奏 関根安、下公子他 

     ヴァイオリン、ギター、クラリネット 

▽入場無料、席上献金有(子ども食堂の為に) 

【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 3日(金) 婦人部委員会 

       久美愛教会 10：00ａｍ 

 6日(月) 教師委員会 

       浦和別所教会 2：00ｐｍ 

13日(月) 伝道委員会 

       埼玉新生教会 6：30ｐｍ 

15日(水) 教会音楽委員会 

       大宮教会 1：00ｐｍ 

19日(日) ホームページ委員会 

       西川口教会 5：00ｐｍ 

20日(月) 最寄り1区教師会 

       東京聖書学校吉川教会 1：00ｐｍ 

21日(火) 教育委員会 

       初雁教会 6：00ｐｍ 

未定    地区総会準備会 

       武蔵豊岡教会 

29日(水) 地区総会 

       武蔵豊岡教会 9：30ａｍ 

【関東教区の主な予定】 

14日(火) 常置委員会 

       大宮教会 

今月の集会案内等 

4月29日(水・祝) 地区総会 

  時間 午前9：30～午後3：30 

  会場 武蔵豊岡教会 

  開会礼拝 最上光宏教師(隠退教師) 

  内容 地区委員選挙、各委員会各部報告、予算決 

算、地区宣教活動計画等 

 【問い合わせ】大坪直史(熊谷) ☎048-521-6018 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の為3月20日 

(金)より変更になりました。 

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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 神様のご馳走 

  Ｃ教会Ｄさんのお話し。 

 Ｄさんは 30 歳を過ぎてから教会へ来るようになっ

たが、ある時礼拝のプログラムが結婚式で食べるフラ

ンス料理のメニューに大変似ていると思いました。右

の表は、ある日のＣ教会の礼拝プログラムと、ある結

婚式でのメニューです。中身が豊富な点と、また所謂

『流れ』が似ていると思ったそうです。 

ちょっと対比してみますと、神の招きの前奏、その

神へのたたえの歌讃詠はさしずめオードブル盛り合わ

せ。神の救済の歴史を見つめる交読文は、食欲を一層

増すスープといったところ。聖書を読み祈祷、信仰告

白をして御言葉を聞く姿勢が整えられ、いよいよメイ

ンディッシュの登場です。このメニューなら＜神戸牛

ヒレステーキ＞が、神の言葉が語られる説教にあたり

ます。そして、お腹が一杯になり、今食べた料理を回

想しながらゆっくりアイス、果物、コーヒーを楽しむ

のです。対する礼拝は御言葉をしっかり聞いた後讃美

歌、感謝の献金、派遣の意味をもつ祝祷へと続くので

す。時に肉が硬かったり、胃の調子が悪かったりして

残してしまうこともあるそうですが・・・（料理長、失

礼！）。似ている点はまだあります。 

 料理のメニューをよ～く観ますとメインディッシュ

を中心として、言い換えるとメインディッシュを『い

かに美味しく食べられるか』を考慮して前後の料理が

作られています。飲み物もそうです。（肉には赤ワイン

とか）。礼拝も同様に、神の言葉である説教を中心にし

てプログラムが立てられています。そして、説教の内

容によって聖書箇所、讃美歌が選ばれていることは周

知です。従って、いきなり肉から食べても美味しくな

いのです。前菜を食べスープを飲んでからでないと。

同様に礼拝も途中から出席しては神の言葉は心に十分

に入ってはきません。 

やはり前奏から聞くことによって『神様のご馳走』

を美味しく戴けるのでないかとＤさん思ったそうで

す。 

 

 

【礼拝プログラム】 

前  奏 

讃  詠  ５４５ 

主の祈り 

交読文   ３(詩８編) 

讃美歌   ６ 

聖  書  詩篇89編1節～8節 

祈  祷 

讃美歌   ６６ 

信仰告白  使徒信条 

説  教 『誰が主に並び得よう』 

祈  祷 

讃美歌   ２６７ 

献  金 

頌  栄 

祝  祷 

後  奏 

 

【結婚式のメニュー】 

オードブル 盛り合わせ 

鴨のスープ 

伊勢海老グラチネ カルディナル 

ターキーのシュープリーム きのこソース 

パッションフルーツシャーベット 

季節のサラダ 

神戸牛ヒレステーキ フォアグラ添え 

トリコロールアイスクリーム 

メロン 

コーヒー 

小菓子 

 (飲み物) 

シャンパン 

白ワイン  赤ワイン 

ビール   ウィスキー 

日本酒 

  (埼玉地区のホームページ、トピックスから抜粋) 

お知らせ・お願い 

【各個教会関係】 

 大宮教会「ゴスペルコンサートとゴスペルワークシ 

  ョップ」のご案内   

①ゴスペルコンサート 

日時 5月31日(日) 午後3：00から 

会場 大宮教会 

出演 ジョン・ルーカス氏 

入場料 一般1000円 小・中・高校生500円 

②ゴスペルワークショップ 

日時 5月30日(土) 午後3：30～5：30 

参加費 2,000円  

▽ワークショップに参加してコンサート当日ステ 

ージで一緒に歌いましょう！ワークショップの 

みのご参加も大歓迎です。 

【問い合わせ】大宮教会 ☎048-641-6148 

 

 埼玉中国語礼拝伝道所に関してのお知らせ 

埼玉中国語伝道所が、これまで上尾合同教会の配慮 

の中で、長く同教会礼拝堂をお借りして、礼拝を捧 

げておられましたが、この3月一杯を以って一区切 

りをつけることになりました。 

4月からは、「さいたま市見沼区南中野29番地」に 

ある一軒家に場所を移して礼拝を捧げることとなり 

ましたのでお覚え下さい。同伝道所は、昨年９月末 

で、林牧師が３年の任期を終えて台湾に帰られて以 

後、代務者も置くことができず、小林地区委員長が、 

説教者の手配などを行いながら精いっぱいの歩みを 

続けられていました。 

これまでの約20年の上尾合同教会の配慮・お支え 

に心から感謝致します。今後とも、地区の皆さんも 

祈りのうちに、同伝道所の歩みを覚えて下されば幸 

いです。 

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 


