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今月の集会案内等 

 
お知らせ・お願い 

     10月の予定 
10月25日(日) 所沢みくに教会・加藤久幸、 

加藤輝勢子牧師就任式 

  時間 午前10：30から 

  会場 所沢みくに教会 

  司式 熊江秀一牧師(関東教区副議長) 

  ▽礼拝において、司式者と教会員のみで執り行い 

ます。お祈りに覚えていただければ幸いです。 

 【問い合わせ】加藤久幸(所沢みくに) 

☎04-2929-0682 

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 

来月の集会案内等 

11月10日(火) 婦人部全体研修会 

  時間 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 「教会に託されたこと…使徒言行録から」 

講師 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 

【地区関係】 

 第5ブロック最寄り婦人研修会のお知らせ   

集会は中止として、各教会の婦人会で、ご都合の良 

い時に学んで頂けるように、ＣＤに録音して10月 

中旬までに各教会へお送りいたします。 

それぞれの教会で、このテーマで学んで頂き、お交 

わりを深めて頂きたいと思います。 

説教・講師 木村光寿牧師(飯能教会) 

主題 「弱さと向き合って」 

【問い合わせ】飯能教会 ☎042-972-2511 

 

 最寄り婦人研修会のお知らせ   

今年度の下記ブロックの最寄り婦人研修会は中止 

です。 

第1ブロック 浦和別所教会  

第3ブロック 東京聖書吉川教会  

第4ブロック 桶川伝道所    

第6ブロック 三芳、川越教会  

第7ブロック 深谷西島教会  

▽第2ブロックは10月27日、七里教会で開催。 

 第5ブロックはＣＤに録音して配布。 

【問い合わせ】石井わか(安行) ☎048-256-6685  

 

 伝道協力協議会のお知らせ 

  日時 10月18日(日) 午後3：00～5：00 

  会場 上尾合同教会 

  テーマ 「コロナ禍における感染予防対策の 

取り組みと今後の備えについて」 

発題者 山野裕子牧師(久喜復活) 

町田さとみ牧師(初雁) 

    ▽出席者の対象は、小規模教会・伝道所の教師と信 

徒になります。対象教会と伝道所には、地区から 

案内状を送ります。 

 【問い合わせ】大坪直史(熊谷) ☎048-521-6018 

 6日(火) 婦人部委員会 

       久美愛教会 10：00ａｍ 

18日(日) 伝道協力協議会 

       上尾合同教会 3：00ｐｍ 

25日(日) 所沢みくに教会・加藤久幸、加藤輝勢子牧師 

就任式 

  所沢みくに教会 10：30ａｍ 

埼大通り教会・稲益久仁子伝道師就任式 

       埼大通り教会 3：00ｐｍ 

27日(火) 第2ブロック最寄り婦人研修会 

       七里教会 10：30ａｍ 

教会・教師の動き 

○ 8 月、埼玉中国語伝道所・森永憲治伝道師(主任担

任教師)が就任。 

○ 8月、春日部教会・石橋秀雄牧師が代務者就任。白

石多美出牧師は10月末まで担任教師として在任。 

○ 9月、和戸教会・最上光宏牧師が代務者就任。 

○ 9 月 13 日、越生教会・佐藤彰子伝道師就任式が行

われました。 

○ 前東松山教会牧師で、隠退教師である野村忠規教師

が、9月3日に逝去されました。55年間の伝道・牧

会生活で、79歳でした。9月8日(火)、12時より

高幡教会で、家族葬が執り行なわれました。ご家族、

ご遺族、ご関係の皆様の上に主の豊かな慰めがあり

ますように、お祈りいたします。 

○ 菖蒲教会は下記の住所に移転しました。 

埼玉県白岡市小久喜815番地5 

電話番号は以前と同じ0480-53-8111です。尚、名

称は白岡菖蒲教会になります。現在、手続き中です。 

○ 西上尾教会は、第70回関東教区総会(書面決議)を 

  経て解散が決定しました。 

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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 新型コロナウイルス対策支援金の案内 

8月5日 

日本基督教団関東教区  総会議長 福島純雄 

関東教区教会・伝道所 御中 

 主の御名を賛美いたします。 

 この度、追加の新型コロナウイルス対策支援策が8月4 

日の常任常置委員会で可決されました。この追加支援策

作成にあたり、大変にお忙しい中、皆さまには新型コロナ

ウイルス被災状況アンケートにお答えくださり感謝いた

します。いただいたアンケートをもとに協議し、以下の支

援をさせていただくこととなりました。 

 貴教会・伝道所の上に、主の慰めのあることをお祈りい

たします。 

【支援の内容】 

・教会・伝道所に対し、「新型コロナウイルス対策支援金」

として、申請により教区教会負担金額（減額前の原案）の

15％以内を上限額に、希望額を支援する。 

＊教区教会負担金額（減額前の原案）は、「第70回教区

総会議案・報告書」の213頁から215頁の「教会負担金」

の欄を参照してください。 

・「新型コロナウイルス対策支援金」の申請は、1回限り

とする。 

※上限額以内であっても、複数回に分けて申請すること

はできない。 

・申請書の締め切りは、教区事務所へ2020 年 9月30日

(水)必着とする。 

【財源】   

教区特別会計災害援助金より ５００万円 

教区一般会計より      １００万円 

      合  計    ６００万円 

【支援額の確定並びに支給時期】 

支援額は、各教会・伝道所より申請された「新型コロナ

ウイルス対策支援金申請書」により教区主事が確認し、支

援算定額の上限以内であることが確認された時点で、災

害対応支援委員会において確定する。 

 なお、支援算定額の上限を超えての申請は、教区教会負 

 

 

担金額(減額前の原案)の15％以内に変更される。 

支給は支援額が確定しだい各個教会・伝道所へ連絡の上、

できるだけ速やかに送金または教会負担金との相殺処理

を行う。 

※「新型コロナウイルス対策支援金」は現在行われている

「教師謝儀緊急支援互助」と重ねて申請する事が出来る。 

 

【各個教会関係】 

 埼玉和光教会「沖縄のことを もっと 知ろう！」 

  学習会のご案内 

日時 10月18日(日) 午後0：30～2：30 

会場 埼玉和光教会 

講演 「沖縄のガンジー、阿波根昌鴻に学ぶ」 

講師 平良愛香牧師（神奈川教区川和教会） 

▽午前中の主日礼拝でも平良牧師から「二者択 

一？」と題してメッセージをいただきます 

【問い合わせ先】埼玉和光教会 ☎048-461-2177 

 

 

≪11月、12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。 

(ホームページには締切はありません) 

◎ＦＡＸ：048-979-1057 

◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

 

≪月報がメールで受け取れます≫ 

ご希望の方は、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) 

 

【郵便振込先口座番号】名称：日本基督教団埼玉地区 

口座番号 ００１３０－２－４１３１２７ 

 

お知らせ・お願い 

【地区関係】 

 アーモンドの会からのお知らせ 

  懇談会中止をうけて、11月3日予定の委員研修会 

を拡大研修会として実施することを検討していま 

す。詳細はアーモンドの会ホームページなどで連 

絡いたします。 

 

【関東教区関係】 

 関東教区教会婦人会連合「第34回研修会」の 

ご案内 

10月24日(土) 午前10時  

関東教区ホームページ オンライン配信 

離れていても同じ時間につながりましょう！ 

講師 キスト岡崎さゆ里先生 

(アメリカ改革派教会宣教師・久が原教会副牧師) 

講演 「主にあって、互いにつながり仕え合う教会 

へ～婦人会連合の働き」 

公開日 10月24日(土) 午前10：00～11：00  

関東教区ホームページにアップします。 

この研修会は受け手となる皆さまに積極的に参加 

して頂く事で、行動を制限されるコロナ禍であっ 

ても、遠隔地で同じ時間でつながり、一緒に研修 

会が持てる新たな方法と考えております。 

ぜひ見る環境をそれぞれの婦人会で整えてご参加 

下さい。 

参加方法は、インターネット環境のある教会に密 

を避けて集まったり、自宅などでパソコン、スマ 

ホから、関東教区ホームページの第34回研修会か 

ら入って視聴して下さい。なお、どうしても時間 

の都合がつかない方の為に、ビデオ録画は11月21 

日(土)まで期間限定で配信します。 

【問い合わせ】栄野久江(土浦) ☎029-821-7357 

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 


