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今月の集会案内等 
 

お知らせ・お願い 

     5月の予定 
5月8日(金) 最寄り1区世界祈祷日 ⇒ 延期 

⇒9月4日(金)に延期になりました 

  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)より変更になっていました。 

 

5月11日(月) 婦人部総会 ⇒ 中止 

  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 ⇒ 中止 

※ 来年、同じプログラムで開催予定 

  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。 

  【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

来月の集会案内等 

6月20日(土) 第1回教会音楽講習会 ⇒ 中止 

【地区関係】 

4月 16日に出された「地区総会関係」のお知らせです。 

◆地区総会は議決権行使書をもって開催致します(書

面開催)。 

書面類は明日１７日に郵送致します。 

◆次年度分担金案は教会の現状を鑑み、事前配布の議

案とは別の新しい分担案が出されました。一律約７５%

減で提案させていただきます。詳細は同封の資料(７

５%減額・割賦案)をご確認ください。 

◆総会議員(正議員)の方々には、議決権行使書に記入

し、新地区委員を同封の新しい総会議員名簿と正誤表

をご確認の上で、投票用紙に記入していただき、教会

毎に同封の返信用封筒に入れて、４月２８日火曜日必

着で、地区書記・大坪直史(熊谷教会)までお送りくだ

さいますようお願い致します。 

◆ご不明な点については、同・大坪直史までご連絡く

ださい。 

【問い合わせ】大坪直史(熊谷) ☎048-521-6018 

 

【関東教区関係】 

4月 14日に出された教区総会に関するお知らせです。 

新型コロナウイルス感染症の蔓延が広がっています。 

この為、5月27日～28日に開催する関東教区総会につい

て、4月 14日の常置委員会の協議の結果、延期の結論が

出ました。しかし、5月 27日～28日開催は第 69回総会

で決議されたことですので、常置委員会単独で行うこと

はできません。第69回総会議員の皆様に文章にてご承認

をいただく必要があります。また、どうしても承認をい

ただけなければならない議案もありますので、近日中に

各教会・伝道所に書面決議の案内をお送りしますので、

同封した葉書に賛否を明らかにしてご署名の上、必ず 4

月 25 日(必着)までにご返信ください。 宜しくお願い致

します。 

 【問い合わせ】小池正造(教区書記) ☎025-247-0058 

各委員会は変更の場合があります 

 4日(月) 教師委員会 

       浦和別所教会 2：00ｐｍ 

 8日(金) 最寄り1区世界祈祷日 ⇒ 延期 

       浦和別所教会 10：30ａｍ 

11日(月) 婦人部委員会 ⇒ 中止 

       大宮教会 1：00ｐｍ 

伝道委員会 

       埼玉新生教会 6：30ｐｍ 

17日(日) 壮年部委員会 ⇒ 中止 

       越谷教会 2：30ｐｍ 

     第19回ＩＴ祭り ⇒ 中止 

       埼玉和光教会 3：00ｐｍ 

     アーモンドの会 ⇒ 中止 

       埼玉和光教会 4：00ｐｍ 

22日(金) 教育委員会 メールによる 6：00ｐｍ 

【関東教区の主な予定】 

5月27日(水)～28日(金) 関東教区総会 ⇒ 延期 

教会・教師の動き 

〇 3月末、越生教会・山岡創牧師(代務)が辞任 

〇 3月末、菖蒲教会・佐藤繁伝道師(担任)が辞任 

〇 3月末、和戸教会・三羽善次牧師と三羽敦子伝道師 

が辞任 

〇 3月末、聖学院教会・東野尚志牧師(代務)と東野ひ 

  かり牧師(担任)が辞任 

〇 4月、越生教会・佐藤彰子伝道師(准允予定)が就任 

〇 4月、埼大通り教会・稲益久仁子伝道師(准允予定) 

が就任 

〇 4月、聖学院教会・赤田直樹牧師が就任 

〇 4月、所沢みくに教会・加藤久幸牧師と加藤輝勢子 

牧師が就任 

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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  桶川伝道所賛美礼拝＆コンサート中止のお知らせ 

  5月17日に予定していた集会を中止します。常時の 

礼拝は、協力牧師、牧師家族と役員とで捧げます。 

早朝礼拝と夕礼拝は続行します。 

 

 

よって、以下のことを、強くお願いします。 

１．新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために、

感染の危険が高まっている地域の教会・伝道所では、極力、

教会に集わない方法で礼拝をささげることを講じてくだ

さい。 

とくに、高齢の方、基礎疾患のある方は、自宅で礼拝を

ささげるようにしてください。 

２．自宅で礼拝をささげることも、他者にウイルスを感染

させないという意味で「神の愛の業」です。 

３．牧師と伝道師は、自宅礼拝をささげる人が、霊的に孤

立することがないように努めてください。 

オンラインによって礼拝を中継したり、電話などを使っ

て、牧会的配慮をしてください。 

＊以下にオンラインで礼拝をささげられる方法を掲載

しているサイトを紹介します。 

教会に集う若い人々が立ち上がってくださいました！ 

https://covid19jc.com/ 

４．牧師と伝道師をはじめ、教会の命を守るために働く

人々を、祈りをもって支えてください。 

わたしたちの罪を赦される『愛と命の神であるイエス・

キリスト』に招かれている一人ひとりは、霊によって堅く

結ばれています。教会に直接に集まらなくても、わたした

ちは神を礼拝することができ、神の愛に応えることは可能

です。今、教会に求められていることは、新型コロナウイ

ルスという世と人々を引き裂く“悪しき力”に打ち震えて

いる人々のために真摯に祈る群れとなることです。方法は

いくらでもあります。今こそ教会は、知恵と力を結集する

ときです。 

地域の感染状況によっては、上記のとおりの対応が必要

ではない教会・伝道所もありましょう。 

その場合は、苦闘している教会・伝道所をおぼえて礼拝

をおささげください。そして、祈りの支援を送ってくだい

ますようお願いします。 

今このときも、ウイルスの感染による病に罹り苦しむ

人々のために、治療と防止にあたっている尊い働き人のた

めに祈ります。 

お知らせ・お願い 

【地区関係】 

 アジア学院生ホームステイ中止のお知らせ 

  毎年6月にアジア学院生のホームステイを行なってき 

ましたが、今年はコロナウイルス感染拡大防止の為、 

中止となりましたのでお知らせ致します。 

【問い合せ】石井わか(安行) ☎048-256-6685  

 

【関東教区関係】 

 関東教区教会婦人会連合第46回総会中止のお知らせ 

  6月12日開催予定の第46回総会は中止とし、書面に 

より議決を諮る事に致しました。  

4月10日付で「第46回総会開催中止のお知らせ」「書 

面議決のお願い」を発送しましたので、代議員の方は 

手順に従ってご提出ください。 

地区によって、まだ議案書や総会に関する書類が届い 

ていない教会には、書面議決の書類も同封して後日発 

送します。度重なる変更となりますが、皆様のご理解 

とご協力をお願い申し上げます。 

【問い合わせ】栄野久江(土浦) ☎029-821-7357 

 

【各個教会関係】 

 和戸教会の連絡先についてのお知らせ   

和戸教会の連絡先を当分の間次のように変更致し 

ます。今の和戸教会の電話・ＦＡＸ番号

0480-32-2112にかえてＦＡＸ兼用0480-33-3289

（内田英之）といたします。 

【問い合わせ】内田英之(和戸) ☎0480-33-3289 

 

 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」開催中止のお知らせ 

  5月30日、31日に予定していたゴスペルワー 

クショップは、中止になりました。 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止に関する声明 

2020年4月10日 

日本基督教団 総会議長 石橋秀雄 

総幹事  秋山 徹 

 

「わたしの兄弟たち、いろいろな試練に出会うときは、こ

の上ない喜びと思いなさい。」 

（ヤコブの手紙1章2節） 

主イエス・キリストの受難をおぼえ、復活の喜びへ向か

っているこのとき、政府より「緊急事態宣言」が出されま

した。新型コロナウイルスによる感染拡大が深刻さを増し

て来ました。各教会・伝道所、そして、懸命に牧会されて

いる教師、真摯に礼拝をささげ教会を支えておられる信徒

の方々におかれては、苦しい日々が続いておられることと

思います。 

わたしたちプロテスタント教会は、御子キリストを十字

架に架けられるほどに愛してくださった神の愛に応える

ために、いかなるときにあっても、一人ひとりが、礼拝を

ささげることによって信仰を守って来ました。礼拝に『信

仰の命』があります。 

しかしながら、今や、その礼拝が、新型コロナウイルス

感染のリスクによって脅かされています。神の愛に応える

尊い行為そのものが、“ウイルスの感染”に繋がる危険が

生じています。この危険を避けるために、これまでのよう

に礼拝堂など一つの箇所に集ってささげることが、果たし

て相応しいのか問われる事態となっています。 

命の主である神のみこころに従い、今わたしたちは、こ

の恐ろしいウイルスを感染させないためのあらゆる手段

をとり、教会・伝道所が、新型コロナウイルスの感染源と

ならないようにしなければなりません。症状はなくとも、

既に一人ひとりが感染源であるかもしれないのです。 

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 
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