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「地区総会」書面開催結果に関して 
 現委員がそのまま職務を継続させていただくことと致

しましたが、今回、新地区委員が選出されましたので、

4月30日(木)をもって2019年度の地区の体制を終え、

5月1日(金)から2020年度の地区の体制を始めさせて

いただきたいと思います。 

ただ、地区内各委員会各部その他活動については、「埼

玉地区からのお知らせ」（2020.4.17付）でお伝えした

通り、集会は 8月末まで自粛の方向で、委員会の開催

については、十分ご注意して、調整していただきたい

と思います。 

今なお新型コロナウイルス感染症流行が収まりません

が、地区の皆さまのご健康が守られ、お働きが祝され

ますように、また、すべての人々を、主が憐れみ、御

救いくださいますように、お祈り致します。 在主 

【埼玉地区委員選挙結果】 

＜教師＞   投票総数303票・有効票269票 

・白票15票・無効19票 

議員氏名        票数 当否 

金田 佐久子（西川口）  54 当選 再 

末  永廣 （小川）   32 当選 新 

山岡  創 （坂戸いずみ）28 当選 新 

澁谷 弘祐 （毛呂）   25 次点 

＜信徒＞   投票総数202票・有効票182票 

・白票16票・無効4票 

議員氏名        票数 当否 

国府田 秀行（上尾使徒） 36 当選 新 

本田  彰 （大宮）   31 当選 再 

奥田 幸平 （埼玉新生） 20 次点 

留任は、教師：大坪直史（熊谷）、栗原 清（武蔵豊岡）、

指方周平（東所沢） 

信徒：大熊眞弓（東京聖書学校吉川）、酒井道雄（浦和

東） 

 

≪7月、8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 

     6月の予定 
主の御名を賛美します。 

今回、「2020 年度 埼玉地区総会」は、書面をもって開

催することができました。総会議員の皆さまのご理解

とご協力を心より感謝申し上げます。 

地区三役は、ご返送いただいた議決権行使書の集計と

投票用紙の開票を、本日4月29日(水・休)、初雁教会

において致しました。結果がまとまりましたので、下

記の通りお知らせ致します。  

         記 

正議員数 104名（返却枚数） 

議案第1号 総会仮執行順序承認に関する件： 

本議案は、議決権行使書による採決のため、賛否は取

り扱いませんでした。 

議案第2号 2019年度 地区諸報告 承認に関する件 

賛102票 ／否0票 よって、本議案は承認されました。 

議案第 3号 2019年度 地区会計決算報告承認及び 会

計監査報告承認に関する件 

賛101票 ／否1票 よって、本議案は承認されました。 

議案第4号 地区委員選挙に関する件 

※ 右面参照 

議案第5号 2020年度宣教活動計画に関する件 

賛101票 ／否1票 よって、本議案は可決されました。 

議案第6号 2020年度地区会計予算に関する件 

賛102票 ／否0票 よって、本議案は可決されました。 

議案第7号 地区会計監査委員選任の件 

賛103票 ／否0票 よって、本議案は可決されました。 

議案第8号 地区総会議事録確認に関する件 

賛103票 ／否0票 よって、本議案は可決されました。 

議案第9号 次回地区総会会場及び日程の件 

賛102票 ／否1票 よって、本議案は可決されました。

 以上 

先のお知らせ（「2020 年度 埼玉地区総会に向けて」

2020.3.27付）において、「2020年4月以降の地区の体

制」について、地区委員や各部・各委員については、 

各委員会は変更の場合があります 

 5日(金) 教育委員会 ⇒ 中止 

       初雁教会 6：00ｐｍ 

14日(日) 社会委員会 ⇒ 中止 

       所沢みくに教会 3：00ｐｍ 

20日(土) 第1回教会音楽講習会 ⇒ 中止 

【関東教区の主な予定】 

 9日(火) 春季准允式 

       大宮教会 1：00ｐｍ 

12日(金) 教区教会婦人会連合総会 ⇒ 中止 

(書面決議) 

今月の集会案内等 

6月20日(土) 第1回教会音楽講習会 ⇒ 中止 

 

来月の集会案内等 

7月6日(月) 婦人部全体研修会 ⇒ 延期 

 

7月12日(日) 役員・伝道委員研修会 ⇒ 中止 

 

7月13日(月) 教師一日研修会 ⇒ 延期 

 

教会・教師の動き 

西上尾教会(代務者：小林眞牧師)は、諸事情で、6月1

日(月)に、記念礼拝を以って49年の歴史を閉じ、解散

することになりました。埼玉地区の皆さまのこれまで

のお交わりに心から感謝致します。当初、記念会的な

ことも考えていましたが、礼拝所の広さからコロナ感

染予防の「３密」を避けるべく、教会員だけで行うこ

とに致しました。ご了承ください。 

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 



埼玉地区月報  No.282 (裏面) 
 第７０回定期関東教区総会延期公告及び議決権行使結果

のお知らせ 

 

 
2020年度地区委員会組織 

お知らせ・お願い 
関東教区総会議長 福島純雄 

栄光在主 

新型コロナウイルス感染症蔓延により、教区内関係者の皆

様には甚大な被害が及んでいることに心痛めます。ただ神

様の憐れみを乞い願うばかりです。 

さて、過日第６９総会期の総会議員の皆様に、書面にて議

決権行使をしていただきました結果についてご報告させ

ていただきます。４月２８日に教区４役及び教区主事によ

って開票作業を行い、下記のような結果となりました。 

記 

１．議決権行使総数  

議員 258 名中 210 名の行使よって議員総数の１／３

以上の行使を得たのでこの議決権行使は成立したも

のと致します。 

２．議案第１号「第７０回関東教区総会開催延期の件」 

議決権行使者 210名 有効投票数 210名   

賛成 208名 反対 2名  

よって有効投票数の2／3以上の賛成をので可決 

３．議案第２号「２０２０年春季准允式執行の件」 

議決権行使者 210名 有效投票数 210名  

贊成 210名 反对 0名 

よって有効投票数の過半数の賛成を得たので可決 

４．議案第３号「２０２０年度負担金割賦案・予算案の件」

議決権行使者 210名 有効投票数 210名  

賛成 210名 反対 0名 

よって有効投票数の過半数の賛成を得たので可決 

５，議案第４号「関東教区教会負担金緊急減額の件」 

議決権行使者 210名 有効投票数 210名  

賛成 208名 反対 2名 

よって有効投票数の過半数の賛成を得たので可決 

６．議案第５号「ナルドの壺献金推進に関する件」 

議決権行使者 210名 有効投票数 207名   

賛成 204名 反対 3名 

よって有効投票数の過半数の賛成を得たので可決 

5月 12日に 2020年度第 1回地区委員会が開催され、

地区委員の役割・分担が次の通り決定しました。 

委 員 長 小林 眞 （岩槻・教師） 

副委員長 栗原 清 （武蔵豊岡・教師） 

書  記 大坪 直史（熊谷・教師） 

会  計 末 永廣 （小川・教師） 

補助書記 本田 彰 （大宮・信徒） 

補助会計 大熊眞弓 （東京聖書学校吉川・信徒） 

金田 佐久子（西川口・教師）、指方 周平（東所沢・教

師）、山岡 創（坂戸いずみ・教師）、国府田 秀行（上

尾使徒・信徒）、酒井 道雄（浦和東・信徒） 

【2020年度地区委員担当・役割分担】 

伝  道 山岡 創 

教  育 指方 周平 

社  会 大坪 直史 

教  師 栗原 清 

地区通信 金田 佐久子 

Ｈ  Ｐ 金田 佐久子 

修 養 会 小林 眞、末 永廣 

壮 年 会 国府田 秀行 

婦 人 部 山岡 創 

青 年 会 指方 周平 

障 教 懇 酒井 道雄 

教会音楽 大熊 眞弓 

埼 宗 連 未定 

同 宗 連 未定 

川越少年刑務所教誨師 小林 則義（七里）、澁谷 弘祐

（毛呂）、末 永廣（連絡係） 

カルト問題 未定 

【各個教会関係】 

 和戸教会の連絡先についてのお知らせ   

教会の0480-32-2112の電話が復旧しました。 

長らくご不便をおかけしました。 

 

【関東教区関係】 

 春季准允式のお知らせ  

  主の御名を賛美いたします。先に行いました議決 

権行使書（2020年4月28日確定）に基づき、下記 

の日程において准允式を執行いたします。なお、 

大変に残念ですが、新型コロナウイルス感染拡大 

予防の観点から准允をお受けになる方の関係者の 

みの参列にご理解・ご協力をお願いいたします。 

また、新潟地区でも別途准允式を行います。 

記 

  日時 6月9日(火) 午後1：00から 

  会場 大宮教会 

  司式 福島純雄(関東教区総会議長) 

  准允者 吉居美緒(新島学園中学校高等学校 

教務教師) 

        稲益久仁子(埼大通り教会主任担任) 

       佐藤彰子(越生教会主任担任） 

  日時 6月13日(土) 午後1：00から 

  会場 新潟教会 

  司式 福島純雄(関東教区総会議長) 

  准允者 野澤幸宏(栃尾教会主任担任) 

      大島庄吾(新潟愛泉伝道所主任担任) 

          以上5名 

    日本基督教団関東教区総会議長 福島純雄 

≪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) 

・郵便振替口座 ００１３０－２－４１３１２７ 

・口 座 名  日本基督教団 埼玉地区 

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 


