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今月の集会案内等 

 
来月の集会案内等 

     9月の予定 
9月4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。 

   世界祈祷日の献金はＷＤＰを通して式文作成国 

   の女性達の活動のため、国内外の女性達の働き 

   のために、捧げられます。 

  ※3月6日から変更になりました。 

 【問い合わせ】石井わか(安行) ☎048-256-6685 

 

9月13日(日) 越生教会・佐藤彰子伝道師就任式 

  時間 午後3:00から 

  会場 越生教会 

  司式 熊江秀一牧師(関東教区副議長) 

【問い合わせ】佐藤彰子(越生) ☎049-292-7447 

 

9月21日(月・祝) ＣＳせいと大会 ⇒ 中止 

 

9月27日(日) 聖学院教会・赤田直樹牧師就任式 

  時間 午前10:30から 

  会場 聖学院教会 

  司式 福島純雄牧師(関東教区議長) 

  ※今回はコロナ禍のため、礼拝の中で行わせてい 

ただきます。地区の皆さまには祈りに覚えてい 

ただければ幸いです。 

 【問い合わせ】赤田直樹(聖学院) ☎048-781-2829 

 

≪月報がメールで受け取れます≫ 

名前と教会名「月報希望」と書いて下記のメールまで

送ってください。 

【申し込み＆問い合わせ先】iwasa@bb.mbn.or.jp 

岩佐浩一(上尾合同) 

10月25日(日) 埼大通り教会・ 

稲益久仁子伝道師就任式 

  時間 午後3：00から 

  会場 埼大通り教会 

  司式 飯塚拓也牧師(関東教区宣教部委員長) 

【問い合わせ】稲益久仁子(埼大通り)  

☎048-852-2735 

 

10月27日(火) 第2ブロック最寄り婦人研修会 

  時間 午前10：30～12：00 

  会場 七里教会 

  講師 小林則義牧師(七里) 

  講演 「障がいとともに歩む教会」 

  【問い合わせ】七里教会 ☎ 048-685-3701 

お知らせ・お願い 

【各個教会関係】 

 坂戸いずみ教会のホームページのお知らせ 

  坂戸いずみ教会のホームページがリニューアルア 

ップしました。ＵＲＬは今までと同じです。 

  【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330 

 

【地区関係】 

 婦人部全体研修会開催のお知らせ 

  7月6日(月)から延期になった婦人部全体研修会は 

  下記の日程で開催します。 

  日時 11月10日(火) 午前10：00～12：00 

  会場 大宮教会 

  開会礼拝 鈴木惠子牧師(越谷教会協力牧師) 

  講演 小林眞牧師(岩槻教会) 

  参加費 無料(開会礼拝の中での席上献金有り) 

  持ち物 筆記用具 

(聖書・讃美歌は用意してあります) 

 【問い合わせ】石井わか(安行) ☎048-256-6685 

 1日(火) 教育委員会 ⇒ 中止 

       本庄教会 3：00ｐｍ 

 4日(金) 最寄り1区の世界祈祷日 

       浦和別所教会 10：30ａｍ 

 7日(月) 最寄り1区教師会 

       東京聖書学校吉川教会 1：00ｐｍ 

 8日(火) 地区委員会 

大宮教会 5：00ｐｍ 

13日(日) 越生教会・佐藤彰子伝道師就任式 

       越生教会 3：00ｐｍ 

14日(月) 最寄り3区教師会 

       本庄教会 1：30ｐｍ 

20日(日) 壮年部委員会 ⇒ 中止 

       埼玉和光教会 2：30ｐｍ 

アーモンドの会委員会 

       埼玉和光教会 4：00ｐｍ 

21日(月) ＣＳせいと大会 ⇒ 中止 

       森林公園 

27日(日) 聖学院教会・赤田直樹牧師就任式 

       聖学院教会 10：30ａｍ 

ホームページ委員会 

       西川口教会 5：00ｐｍ 

28日(月) 最寄り2区教師会 

       飯能教会 10：30ａｍ 

【関東教区の主な予定】 

20日(月)～21日(火) 社会活動協議会 ⇒ 中止 

25日(金) 関東教区総会 ⇒ 書面決議 

教会・教師の動き 

○ 7月 越谷教会・鈴木惠子牧師が隠退の為、辞任。 

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 



埼玉地区月報  No.283 (裏面) 

 【教区関係】 

第70回教区総会の書面開催の公告及び書面による決議依

頼について 

2020年8月6日 

関東教区諸教会・伝道所 

並びに第70回教区総会議員の皆様 

関東教区総会議長 福島純雄 

栄光在主 

コロナ禍の中、苦闘しつつ歩んでおられる事と思い

ます。 

さて、標記総会開催については、 4月に行われた書

面決議によって延期が承認され、また、再度の開催日

時・場所等については常置委員会に一任する旨が承認

されました。これを受け、 6月9日開催の常置委員会

におきまして、9月25日(金)開催の決定をしたところ

でありますが、ご承知の通り新型コロナ感染者の増大

が止まらず、現下の状況においては集まっての総会開

催は避けるべきとの判断を致しました(8月4日の常任

常置委員会とそれを受けての持ち回りの常置委員会に

おいて)。また上記委員会において書面決議対象とする

議案についても確定させていただきました。よって、

第70回教区総会は登録された正議員の方々の議決権

行使書による書面開催とさせていただきます。 

書面による決議でありますので、通例的に上程され

ている議案にのみ限らせていただきました。また、4

月に行われた議決権行使によって既に扱われた議案は

上程されません。さらに、議案第7 号の「教団総会議

員選挙の件」は書面にての開催では選挙実施は困難の

ため、第68回教区総会で選挙された総会議員の任期を

延長する件に変えさせていただいております。なお、

今年度は教会記録審査を行わず次年度総会において 2

年分をまとめて行うことと致します。 

議決権行使書は8月31日（月）必着でお願いいたし

ます。それ以後の到着分については無効となりますの

で、できるだけ期日前にご送付ください。 

教会負担金のさらなる減額を求める声が多く届いて 

 

 

おり、常置委員会等で審議しているところであります

が、教団の教区負担金減額の方針が定まらない限り、

これ以上の教会負担金減額を決定することはできない

状況です。10月の常議員会での決定を待って、教区と

しての方策を決定したいと考えております。コロナ禍

を「災害」としてとらえ、諸教会の実情に関するアン

ケート調査を実施し、教会互助委員会と災害対応支援

委員会を合同で開催しながら、困難を覚えている教会

への支援を実施していきたいと思います。 

困難な状況においてこそ、教会の果たすべき役割が

あろうかと思います。諸教会の上に 主の導きと祝福を

祈ります。 

 

【教団関係】 

 第42回教団総会開催延期のお知らせ 

日本基督教団 総幹事 秋山徹   

主イエス・キリストの御名を賛美いたします。 

去る2020年7月6～7日に開催された41総会期第7回常

議員会におきまして、新型コロナウイルス感染拡大防止の

ために、現在の41総会期を一年間延長し、今年10月に予

定していた第42回教団総会は来年に開催することになり

ましたことをお知らせいたします。 

 また、来年の開催日時等につきましては、10月26日開

催予定の41総会期第8回常議員会に提案すべく検討を進

めております。 

在 主            2020年7月9日 

(教団ＨＰより抜粋) 

 

≪10月、11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。 

締め切りは毎月20日、ホームページにも掲載します。 

ホームページには締め切りはありません。 

◎ＦＡＸ：048-979-1057 

◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

 

※最新の情報は地区のホームぺージでご覧ください。 

お知らせ・お願い 

 最寄1区教師会のご案内 

日時 9月7日(月) 午後1：00から 

会場 東京聖書学校吉川教会(15人以内を予定) 

開会礼拝 原田のぞみ牧師(東京聖書学校吉川) 

▽礼拝後、コロナ渦の教会の体験を分かちあう。 

申込 8月31日(月)までに、長橋和彦牧師迄 

ＦＡＸ：048-792-0299 

【問い合わせ】鈴木佳子(久美愛) ☎048-873-4566 

 

 最寄り3区教師会のご案内 

日時 9月14日(月) 午後1：30～3：00 

  会場 本庄教会 

礼拝 川染三郎牧師(鴻巣) 

▽礼拝後、3区各教会の、「コロナ禍の時期に於け 

る取り組み」について状況を話し合う。(担当：高 

橋悦子牧師)、会費無し(感染防止の為、時間短縮) 

申込 出欠の返事を 4 日前迄に、山野裕子牧師ま

でFAX(0480-53-9547)又はメールで。 

メール：kukihukkatu@yahoo.co.jp 

【問い合わせ】山野裕子(久喜復活) ☎0480-53-9547 

 

 最寄り2区教師会のご案内 

  日時 9月28日(月) 午前10：30～12：00 

会場 飯能教会    (会食なし) 

開会祈祷 木村光寿牧師 

発題「これからの教会 － コロナ禍の中で」 

最上光宏教師 

分かち合い「発題についての分かち合い」 

歓送迎会 〈辞任〉最上光宏教師  

〈新任〉加藤久幸・輝勢子牧師(所沢みくに) 

佐藤彰子伝道師(越生) 

 【問い合わせ】大久保一秋(狭山) ☎04-2954-8131 

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 


