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お知らせ・お願い 

  最寄り3区教師会のご案内   

日時 1月25日(月) 午後1：30～4：00 

会場 熊谷教会 

小礼拝 西川晃充牧師(行田) 

テーマ 「コロナ禍における各教会・教師の歩み」 

      司会：川染三郎牧師(鴻巣) 

教師委員会からの報告・議事  

山野裕子牧師(久喜復活) 

▽ズームで参加も出来ます。担当：疋田義也牧師 

【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 

 地区総合協議会の「日程、名簿、予算決算書」提出 

  のお願い  

2月5日（金）午後7時から、大宮教会で、来年度 

の埼玉地区の各委員会・各部の行事日程を調整する 

地区総合協議会が開催されます。各委員会・各部の 

代表の方は、ご出席をお願い致します。 

地区総合協議会で、時間短縮のため、事前に各委員 

会・各部の来年度の委員会日程・行事日程・委員名 

簿・予算決算書を地区書記までメールでお送りいた 

だき、地区書記がまとめて、総合協議会当日に2021 

年度の地区日程表を配布し協議することになって 

おります。（2014年度から） 

そこで2021年度の委員会日程・行事日程・委員名 

簿・予算決算書を下記までメールでお送りください 

ますようお願い致します。 

締切期限は、1月31日（日）です。 

送付先 大坪直史(地区委員・熊谷教会) 

      メール：otsubo_naofumi@yahoo.co.jp 

【問い合わせ】大坪直史(熊谷) ☎048-521-6018 

 

 壮年部総会中止のお知らせ  

2月21日(日)に予定していた壮年部総会は、コロ 

ナの感染状況を見て中止とします。また1月17日 

(日)に予定していた壮年部委員会も中止とします。 

【問い合わせ】市川浩(飯能) ☎042-977-0650 

     1月の予定 
【各個教会関係】 

 川口がん哲学カフェ「いずみ」開所4周年記念講演 

  会のご案内  

日時 1月23日(土) 午後2：00～4：00 

会場 西川口教会 

講演 「あなたはそこにいるだけで価値ある存在 

 ～がんは人の体は侵しても､心まで侵せない」 

講師 樋野興夫先生 

申込 メール：kawaguchiizumicafe@outlook.jp 

ファックス 048-258-6630 

  ▽入場無料。 定員30人。 

 【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎090-8494-6316 

 

 埼玉中国語伝道所のホームページが開設 

ＵＲＬは以下です。 

https://chuugokugo.holy.jp 

【問い合わせ】森永憲治(埼玉中国語)  

☎070-8366-2543 

【地区関係】 

 最寄り１区教師会のご案内 

日時 1月25日(月) 午後1：30～4：00 

会場 大宮教会 

開会礼拝 熊江秀一牧師(大宮) 

テーマ ①次年度・教師会計画について 

      ②コロナ禍における聖餐のあり方 

【問い合わせ】長橋和彦(日野原記念上尾栄光) 

                ☎048-722-3471 

 最寄り2区教師会のご案内 

  日時 1月25日(月) 午前10：30～12：00 

  会場 毛呂教会 

  ①開会祈祷 澁谷弘祐牧師(毛呂) 

②各教会の現状の分かち合い。 

 ③来年度の教師委員、計画。 ▽会食はなしです。 

【問い合わせ】大久保一秋(狭山) ☎04-2954-8131 

11日(月・休) 新年合同礼拝 ⇒ 中止 

15日(金) 地区委員会 

       大宮教会 5：00ｐｍ 

17日(日) ホームページ委員会 

       西川口教会 5：00ｐｍ 

18日(月) 婦人部委員会 

       久美愛教会 10：00ａｍ 

      伝道委員会 

       上尾合同教会 6：30ｐｍ 

22日(金) 教育委員会 

       初雁教会 6：00ｐｍ 

25日(月) 最寄り2区教師会 

       毛呂教会 10：30ａｍ 

最寄り1区教師会 

       大宮教会 1：30ｐｍ 

     最寄り3区教会 1：30ｐｍ 

30日(土) ＣＳ教師研修会 ⇒ 中止 

今月の集会案内等 

1月11日(月・休) 新年合同礼拝 ⇒ 中止 

1月30日(土) ＣＳ教師研修会 ⇒ 中止 

来月の集会案内等 

2月11日(木) 信教の自由と平和を求める2・11集会 

 ⇒ 中止 

2月21日(日) 壮年部総会 ⇒ 中止 

報 告 

【集会参加者数】 

・最寄り婦人研修会 

 第2ブロック (10／27) 19名・5教会 

 第5ブロック (各教会で学び) 48名・7教会 

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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  地区総会報告書提出のお願い   

2021年度の地区総会は、書面開催です。 

各委員会・各部等の代表者の方は、地区総会に向けて 

年度報告をご提出ください。 

書式：Ａ4、余白(上下左右20ミリ)、40行、 

1行／45字 10.5ポイント 明朝、 

  タイトルは 16ポイント ゴシック 

提出期限 2月11日(木) 

▽地区書記・大坪直史までご提出ください。 

提出はメールのみの提出となります。報告書をメ 

ールで添付してください。なお、必ず一度プリント 

アウトして間違いがないか確認してからご提出く 

ださい。 

メール：otsubo_naofumi@yahoo.co.jp 

※報告書作成時、Word/Excel(など)併用する場合は、 

報告書以外にWord部分とExcel部分のデータも添 

付してください。 

作業時間確保のため、速やかなご提出について、ご 

協力のほど宜しくお願いします。 

【問い合わせ】大坪直史(熊谷) ☎048-521-6018 

 

 地区総会の議員登録票に関してのお知らせ   

地区内諸教会・伝道所の皆様 

先日、地区総会（書面開催）の議員登録票を送らせて 

いただきましたが、間違いがありましたので下記の 

通りお詫びして訂正させていただきます。 

「お名前」と「資格」の個所についてはご記入くださ 

い。 

「参加・出欠」と「昼食の要・不要」の個所は、書面 

開催ですのでご記入いただかなくても構いません。 

ご記入いただいても昼食は出ませんのでご了承くだ 

さいませ。 

地区書記 大坪直史（熊谷教会） 

≪月報がメールで受け取れます≫ 

【申し込み＆問い合わせ先】iwasa@bb.mbn.or.jp 

岩佐浩一(上尾合同) 

 

 
埼玉地区 創立年代順教会一覧 

お知らせ・お願い 
2020年11月号からの続き 

33 東松山 1956年3月25日 東松山市  

34 草加 1958年7月21日 草加市  

35 ベウラ 1959年5月30日 新座市  

36 浦和東 1960年5月29日 さいたま市 

37 上尾合同 1960年7月17日 上尾市  

38 日野原記念上尾栄光 1963年5月22日 上尾市   

39 安行 1964年6月 川口市  

40 上尾使徒 1970年5月 上尾市 

41 所沢みくに 1970年10月11日 所沢市  

42 東大宮 1971年5月17日 さいたま市  

43 北本 1971年5月17日 北本市 

44 西上尾 1971年5月24日 上尾市 (2020年解散) 

45 埼大通り 1971年7月8日 さいたま市   

46 三芳 1972年2月19日 入間郡三芳町   

47 聖学院 1976年10月31日 上尾市   

48 白岡(伝) 1985年11月10日 白岡市   

49 東所沢 1986年4月6日 所沢市   

50 羽生の森 1986年6月 羽生市 

51 七里 1987年7月12日 さいたま市   

52 狭山 1989年4月16日 狭山市   

53 鳩山(伝) 1991年4月3日 比企郡鳩山町 

54 桶川(伝) 1991年10月13日 桶川市  

55 坂戸いずみ 1992年5月24日 坂戸市   

56 シャロンのばら 1992年5月31日 越谷市   

57 東京聖書学校吉川 1994年11月20日 吉川市  

58 埼玉中国語(伝) 2001年7月29日 上尾市  

59 久喜復活(伝) 2015年6月12日 久喜市 

 

≪2月、3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。 

◎ＦＡＸ：048-979-1057 

◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

【地区関係】 

✟ 埼玉地区諸資料収集保管ご協力のお願い   

2020年12月3日 

埼玉地区 諸教会・伝道所 御中 

埼玉地区委員会 

委員長 小林 眞 

主の御名を讃美します。 

諸教会・伝道所の皆さまにおかれましては、主の御 

降誕に備え、またその再臨を待ち望むアドヴェン 

トの日々にありながらも、新型コロナウイルス感 

染症流行による様々な困難や課題の中を歩んでお 

られることと存じます。 

さて、今回は、表題の通りお願いがあり、ご連絡申 

し上げる次第です。現在、当地区は、諸資料（地区 

総会資料、地区通信、地区ハンドブック）の収集保 

管に取り組もうとしております。と言いますのも、 

過去の諸資料が、まとまった形で保管されていな 

いからです。そこで、諸教会・伝道所、また教会員 

の皆さまにおきまして、前述の諸資料について、二 

冊・二部以上お持ちの場合は、地区へご提供くださ 

いますようご協力をお願い申し上げます。また、地 

区として、どうしても集められない資料につきま 

しては、一度お借りしてコピーをするなどして返 

却させていただきたいと考えております。 

今後、現在に至る地区の歩みを振り返り覚えるた 

めに、また、埼玉地区史を編集発行するようなこと 

がある場合に参考にさせていただくために、諸資 

料ご提供のご協力のほど、どうぞ宜しくお願い致 

します。             在主  
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