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今月の集会案内等 

 
お知らせ・お願い 

     11月の予定 
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) 

  ※コロナ対策をしっかりさせて頂き、80人収容可 

能です。是非ご参加下さいますようお願いいた 

します。 

 【問い合わせ】石井わか(安行) ☎048-256-6685 

お知らせ・お願い 

【地区関係】 

 地区会計からのお願い  

いつも地区の働きと歩みの為にお祈りと尊いお捧 

げものを感謝致します。 

今年度の地区分担金がまだ納められておられない 

教会は、地区の活動の為 にお早めにお納め頂けま 

すようお願い致します。 

・振込口座 ００１３０－２－４１３１２７ 

・口座名  「日本基督教団埼玉地区」 

【問い合わせ】末 永廣(小川) ☎0493-72-4904  

 

 「牧師夫人と女性教職の集い」からのお知らせ  

「牧師夫人と女性教職の集い」は新型コロナ感染 

予防のため今年度は延期します。 

次年度は1区の世話役が継続します。 

（1区世話役：佐々木佐余子） 

【問い合わせ】佐々木佐余子(白岡)  

☎048-794-6935 

 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  

 

 アーモンド拡大委員研修会のご案内  

日時 11月3日(火・祝)  

午前10：00～午後1：00 

開催方法 ＷＥＢ会議（ＺＯＯＭを使用）、 

一部会場教会 

参加方法 委員・参加希望者のＰＣ・スマホなどか 

ら参加。 

会場実施は埼玉和光教会(先着12名) 

▽ＺＯＯＭで参加は申し込み後にアドレスを送信 

します。 

参加申し込みはアーモンドの会委員または 

電話／ＦＡＸ：048-855-4502（奥田）まで。 

メール：okudajea@jcom.home.ne.jp 

参加費なし。飲み物各自持参 

研修テーマ 「コロナ禍で感じたこと」 

開会礼拝 高橋悦子牧師、 

発題 「福祉の現場から」 

最上義兄(所沢みくに) 

     「障害者の立場から」 

     山野裕子牧師(久喜復活) 

【問い合わせ】奥田幸平(埼玉新生) 

 ☎048-855-4502 

 3日(火) アーモンド拡大委員研修会 

       ＷＥＢ会議 10：00ａｍ 

 9日(月) 教師委員会 

       浦和別所教会 2：00ｐｍ 

10日(火) 婦人部全体研修会 

       大宮教会 10：00ａｍ 

地区委員会 

       大宮教会 5：00ｐｍ 

教会・教師の動き 

○ 9月27日、聖学院教会・赤田直樹牧師の就任式が 

行なわれました。 

○ 10月25日、所沢みくに教会・加藤久幸牧師、加藤 

輝勢子牧師の就任式が行われました。 

○ 10月25日、埼大通り教会・稲益久仁子伝道師の就

任式が行われました。 

 

≪12月、1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 

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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 コロナ禍の中での 埼玉地区・諸集会開催の姿勢 

コロナ禍にも拘わらず、埼玉地区内の諸教会・伝道所の

お働きに感謝いたします。 

2020年初頭、日本では「中国・武漢で、新しいウイルス

による感染症が発生したようだ」と、「対岸の火事」と考

えていましたが、クルーズ船の横浜寄港と船内感染から、

様子が一変しました。2月～3月になると、感染予防推進

で「密を避けるため」に、諸集会を自粛する動きがそれぞ

れの教会他で始まりました。日本基督教団からも、教会の

礼拝をはじめ、諸集会を控えるように等の「コロナ感染に

伴う注意喚起」が石橋議長名で、計四度も配信されまし

た。 

その中、3月末の地区総会も「議決権行使」を以って総

会とし、関東教区からも5月総会の延期をはじめ、「8月

末までは、教区レベルの集会を自粛する」との通知も届き

ました。埼玉地区も、地区集会等開催にあたっても、関東

教区の姿勢に倣うことで、諸集会は勿論、委員会も控えま

した。 

しかし関東教区の姿勢は、8月までのことで、地区委員

会で、「9月以降は、どう対処するのですか？」との問い

も出ましたので、地区委員会の集会開催姿勢を以下に記

します。 

 

基本的には、「各委員会の判断」で、集会の開催、中止

をご判断ください。 

しかし、開催する場合、現況での良識として、体調を整

え（発熱・咳は論外）、体調不良の方は出席を控えて頂く

こと、マスク着用、三密を避けること、手指の消毒液準備

は必須です。 

場合によっては、実際の例ですが、9月4日・婦人部最

寄り 1 区の世界祈祷日集会では事前に申し込みを受け付

けたところ、出席希望者が多く、この人数では「密になる」

との判断で、出席は、急遽一教会二名までとの制限を付け

て開催されましたが、これも一つの開催方法でしょう。 

このように、多くの委員会も開催の判断に苦労しながら、

今年度の歩みを進めているのが実情です。 

 

 

ともあれ、コロナウイルスの感染が、未だに世界中で収

まらず、ワクチンの製造もままならない状況で、加えて、

新種のウイルス発見？のニュースを聞くに及んでは、こ

のコロナ禍の収束が簡単に来るとは残念ながら思えない

のが現実でしょう。 

しかし、この現実の中で、医療従事者の働きが導かれて

護られ・祝されて、コロナウイルスの感染が収まり、主の

支配と憐みがこの世界に注がれ、コロナ禍の収束が早く

来ることを祈り、従来の教会の活動が回復されることを、

共に待ち望みましょう。 

   2020年9月29日 

   関東教区 埼玉地区委員長 小林 眞（岩槻教会） 

2020年度地区委員会組織 

【2020年度地区委員担当・役割分担】 

・埼宗連：原田彰久先生(東京聖書学校吉川教会) 

・同宗連：加藤久幸先生(所沢みくに教会) 

  連絡係：大坪直史 

・カルト問題：稲益久仁子先生(埼大通り教会)、 

連絡係：小林眞 

埼玉地区 創立年代順教会一覧 

2020年7月号からの続き、創立日順21番から32番まで。 

番号、教会名、創立日、所在地  

21 埼玉和光 1946年5月12日  和光市 

22 志木 1945年7月16日 志木市  

23 埼玉新生 1946年9月4日 さいたま市  

24 飯能 1947年3月1日 飯能市 

25 毛呂 1947年3月26日 入間郡毛呂山町 

26 愛泉 1947年4月1日 加須市  

27 加須 1947年5月22日 加須市  

28 菖蒲(白岡菖蒲) 1949年6月15日 白岡市  

29 朝霞 1950年7月22日 朝霞市  

30 西川口 1950年4月 川口市 

31 所沢武蔵野 1952年9月14日 所沢市 

32 越生 1954年1月5日 入間郡越生町 

お知らせ・お願い 

【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 

研修会の動画が関東教区のホームページでご覧に 

なれます。 

期間 10月24日(土)～11月21日(土) 

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」 

▽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ました。 

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。 

【問い合わせ】栄野久江(土浦) ☎029-821-7357 

 

【各個教会関係】 

 東大宮教会のホームページがリニューアルアップ 

  東大宮教会のホームページがリニューアルアップ 

しました。ＵＲＬも以下に変わりました。 

http://higashiohmiya.holy.jp 

 【問い合わせ】久保島泰(東大宮) ☎048-684-5323 

 

 鴻巣教会のＵＲＬが変更になりました 

  鴻巣教会の新しいＵＲＬは以下です。 

  http://kounosukyoukai.holy.jp 

 【問い合わせ】川染三郎(鴻巣) ☎048-541-0643 

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 


