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今月の集会案内等 

 
お知らせ・お願い 

     5月の予定 
5月30日(日) 本庄教会・疋田義也牧師就任式 

  時間 午後3：00から 

  会場 本庄教会 

  司式 熊江秀一牧師(関東教区副議長) 

  ▽主任担任教師の就任式です。 

 【問い合わせ】疋田義也(本庄) ☎0495-22-2785 

 

※ 例年5月に開催していたＩＴ祭りは、9月以降に延

期します。 

来月の集会案内等 

6月19日(土) 第1回教会音楽講習会 

時間 未定 Zoomによるリモート開催 

講師 高浪晋一先生 

内容 讃美歌２１についての学び 

▽参加費無料 参加方法については後日お知らせ 

いたします。 

 【問い合わせ】吉田みち子(埼玉新生) 

             ☎090-2764-3739 

 

6月 アジア学院生ホームステイ ⇒ 中止 

お知らせ・お願い 

【各個教会関係】 

 川口がん哲学カフェ「いずみ」のご案内  

日時 5月８日(土) 午後１：30～3：30 

会場 西川口教会 

定員 12人 

申込 ＦＡＸ又はメールで申込下さい。 

      FAX：048-258-6630 

     メール：kawaguchiizumicafe@outlook.jp 

▽カフェでは、最初に、樋野興夫先生の言葉の処 

 方箋を紹介します。それから自由な対話をして 

過ごします。どなたも参加できます。 

【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎090-8494-6316 

 桶川伝道所「賛美礼拝＆ミニコンサート」のご案内  

日時 6月20日(日) 午前10：30～午後0：30 

会場 桶川伝道所 

内容 礼拝式の中で地元の弦楽団の賛美がありま 

す。 

説教 櫻井義也教師(隠退教師) 

▽午前11：50からのミニコンサートは、ピアノ、 

ヴァイオリン、ビオラ、ソプラノ、テノール独唱 

等、共に演奏される方を募集中。 

コロナ禍の中でも細々と続けたかいがあり、リピ 

ーターも加えられ感謝です。 

▽入場無料。15名限定。 

【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 

【地区関係】 

 壮年部委員会中止のお知らせ  

5月16日（日）に開催予定の地区壮年部委員会を 

中止します。秋の研修会の開催当否・テーマについ 

ては、メール・封書にてご意見をいただければ幸い 

です。よろしくお願いいたします。 

【問い合わせ】市川浩(飯能) ☎042-977-0650 

 

 最寄り3区教師会のご案内  

日時 5月10日(月) 午後1：30～3：30 

開催方法 Ｚｏｏｍによるオンライン会議 

礼拝 佐藤進牧師(和戸) 

内容 話し合い「コロナ禍にあってなお、伝道課題 

に取り組もう」 

     今年度教師会予定について 

会費 無し、各自飲み物等準備 

出欠 ４日前までに、久喜復活伝道所・山野裕子 

   まで連絡してください 

▽オンライン利用法の支援：疋田義也牧師(本庄) 

☎0495-22-2785 

【問い合わせ】山野裕子(久喜復活) ☎0480-53-9547 

16日(日) アーモンドの会 

       埼玉新生教会 4：00ｐｍ 

壮年部委員会 ⇒ 中止 

24日(月) 婦人部委員会 

       久美愛教会 10：00ａｍ 

30日(日) 本庄教会・疋田義也牧師就任式 

       本庄教会 3：00ｐｍ 

【関東教区の主な予定】 

26日(水) 関東教区総会 ⇒ 書面開催 

教会・教師の動き 

○ 3月末 大宮教会・高橋真之伝道師(担任)が辞任 

○ 3月末 七里教会・小林則義牧師(主任担任)が辞任 

○ 3月末、春日部教会・石橋秀雄牧師が代務者を辞任

4月、春日部教会・平沢巧伝道師(主任担任)が就任  

○ 3月末 和戸教会・最上光宏牧師が代務者を辞任 

○ 4月、和戸教会・佐藤進牧師(主任担任)、佐藤さゆ

り牧師(担任)が就任  

○ 3月末  三芳教会・中山弘隆牧師(主任担任)が辞任

し隠退教師となる 

○ 4月 三芳教会・栗原清牧師が代務者に就任 

○ 4 月 1 日、山羽勉教師(正教師・無任所教師、越生

教会協力牧師)が逝去（66歳） 

○ 4月18日、埼玉中国語伝道所・森永憲治牧師(主任

担任)の就任式が行われた 

○ 4月 越谷教会・清水義尋伝道師(担任)が就任  

○ 4 月 本庄教会・疋田國磨呂牧師が主任担任教師か

ら担任教師になる 

○ 4 月 本庄教会・疋田義也牧師が担任教師から主任

担任教師になる 

≪6月、7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 

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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  埼玉地区からZoom活用ご協力のお願い 

主の御名を讃美します。 

さて、新型コロナウイルス感染症の流行のため、地区

の活動においても三密を避けなければならない状況が

続いていますが、この度、地区内の幾人かの方々から、

地区の各委員会・各部の活動において、Zoomを活用で

きないかとのご意見をいただきました。 

そこで1月2月の地区委員会において、地区の活動に

おけるZoomの活用の可能性について話し合いました

が、専任の奉仕者を置き、各委員会・各部の諸活動（会

議や集会）の担当に当たっていただくことは、かなり困

難であるという結論に至りました。 

しかしながら、既にZoomの有料アカウントをお持ち

の方のご協力を仰ぐ形で、各委員会・各部の諸活動にご

協力いただくことは可能ではないかということになり、

今回、地区内諸教会・伝道所の皆様の中で、地区の活動

におけるZoomの活用についてご協力いただける方を幾

人か募ることとなりました（応募多数の場合はご協力依

頼先を先着10名までとさせていただきます）。具体的に

は、各委員会・各部の担当者よりZoom活用の協力者の

どなたかに事前連絡をさせていただき、各委員会・各部

の諸活動の開催日時に合わせてミーティングを開いて

いただく形になります。ご協力いただける方には年間複

数回のご協力につき一律1,000円の協力費を地区予算

より呈させていただきます。 

ご協力いただける方は地区書記・大坪直史（熊谷教会

牧師）までご連絡くださいますよう、宜しくお願い致し

ます。在主。   地区委員会 委員長 小林眞 

 

【関東教区関係】 

 関東教区教会婦人会連合第47回総会のご案内  

日時 6月3日(木) 午前10：00～受付開始 

 10時30分～開会礼拝 

会場 コンセーレ栃木県青年会館 

会費 1,000円(昼食含む) 

当日受付でお支払いください。 

【問い合わせ】栄野久江(土浦) ☎090-8591-4697 

 

 

 第71回関東教区総会開催のお知らせ 

＜公 告＞ 

第71回関東教区総会を教団規則第65条および教区規

則第 15 条、17 条に従って、下記の通り開催いたしま

すので、議員の皆様は登録の上、ご出席をお願いいた

します。 

  日 時：2021年5月26日(水)  

  会 場：書面決議 

  宿 泊：― 

[主な議題] 

（1）仮執行順序承認の件 

（2）准允式執行に関する件 

（3）教区総会期中における選挙の件 

（4）教区議長報告 

（5）2021年度関東教区活動方針に関する件 

（6）秋季按手礼執行の件 

（7）「ナルドの壼献金」推進の件  

（8）「会堂･牧師館建築緊急貸出基金」献金推進の件 

（9）「教育費互助基金」献金推進の件 

（10）「2021年度教団部落解放センター活動献金」推 

進の件 

（11）2021年度宣教部活動計画に関する件 

（12）2021年度教師部活動計画に関する件 

（13）2020年度一般会計決算承認の件 

（14）2021年度教区歳入歳出予算案承認の件 

（15）第71回教区総会議事録承認の件 

（16）教区負担金割賦式改定の件 

（17）関東教区教会負担金の誤差修正に関する件 

（18）会堂・牧師館建築支援基金に関する件 

（19）教会記録審査を、各地区委員会に委託する件 

（20）次期第72回教区総会開催に関する件 

  その他 

2021年4月13日 

日本基督教団関東教区 総会議長 福島 純雄 

 

お知らせ・お願い 

【地区関係】 

 最寄り1区教師会のご案内  

日時 5月17日(月) 午後1：30～3：30 

会場 浦和別所教会 

開会礼拝 熊江秀一牧師(大宮) 

議題 ①2021年度活動計画と課題について 

     ②コロナ禍における聖餐の持ち方について 

▽教師会費(2021年度)1,000円、教師互助会費 

(2020、2021年度)2,000円をご持参下さい。 

駐車場スペースはありません。 

▽出欠を5月7日(金)までに、ファックスにて 

お知らせ下さい。 

FAX：048-792-0299(日野原記念上尾栄光教会) 

【問い合わせ】長橋和彦(日野原記念上尾栄光) 

☎048-722-3471 

 婦人部からのお知らせ 

  2021年度の婦人部の役職が決定しました。 

  ・委員長  鴻野清美(北本) 

・副委員長 田島悦子(久美愛) 

・書記   岡林邦子(越谷) 

・会計   渡辺敦子(岩槻) 

・教区   石井わか(安行) 

主な活動計画 

・4月 総会 ⇒ 書面開催 

・6月 アジア学院生ホームステイ ⇒ 中止 

・6月3日 関東教区教会婦人会連合第47回総会 

・9月 婦人部全体研修会 

・10月～11月 最寄り婦人研修会 

・12月までに開催 ｢牧師夫人・女性教職の集い｣ 

に協力 

・3月4日 世界祈祷日 

・ＡＣＷＣＪ一日研修会 

 【問い合わせ】鴻野清美(北本) ☎090-3690-0558 
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