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今月の集会案内等 
 

お知らせ・お願い 

     6月の予定 
6月19日(土) 教会音楽講習会特別編 

  時間 午後2：00～午後4：00 

  会場 Zoomミーティング 

  集会名 教会音楽オンラインサロン 

        ～歌えない時の賛美～ 

  ゲスト 高浪晋一先生(日本賛美歌学会前会長) 

 (日本聖書神学校講師） 

  内容 コロナ禍の教会音楽に関する懇談と交流を 

目的としたオンライン集会です。 

お気軽にご参加ください。 

  ▽参加無料。参加を希望する方は電子メールでお 

申込みください。 

   宛先：shinsei89in@gmail.com  

   件名を「教会オンラインサロン参加希望」とし 

て、本文にお名前と所属教会名を記入してお送 

りください。 

    申込の期限は6月18日(金)まで。 

 【問い合わせ】吉田みち子(埼玉新生) 

 ☎090-2764-3739 

 

6月27日(日) 環境問題学習会 

  時間 午後3：00～5：00 

  会場 埼玉和光教会 

  講演 「原発はいのちと平和の問題 

       ～規制の甘い理由と教会の責任～」 

  講師 内藤新吾牧師 

(千葉県・日本福音ルーテル稔台教会) 

       (NCC「平和・核問題委員会」委員長) 

  ▽当日の講演は、埼玉地区のホームページにて、 

後日、動画配信の予定です。 

【問い合わせ】加藤久幸(所沢みくに) ☎04-2929-0682 

 

【各個教会関係】 

 川口がん哲学カフェ「いずみ」のご案内  

日時 6月12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 

 

 桶川伝道所からのお願い 

  桶川伝道所は、20年前から使用しておりました冷 

  蔵庫のドアが壊れて、使用できなくなりました。 

  購入したいと考えております。 

  ご不要な冷蔵庫がありましたらご一報下さい。 

  宜しくお願いします。 

 【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

14日(月) 教師委員会 

       久美愛教会 2：00ｐｍ 

19日(土) 教会音楽講習会特別編 

       Zooomミーティング 2：00ｐｍ 

20日(日) 社会委員会 

       埼玉和光教会 3：00ｐｍ 

27日(日) 環境問題学習会 

       埼玉和光教会 3：00ｐｍ 

28日(月) 婦人部委員会 

       久美愛教会 10：00ａｍ 

【関東教区の主な予定】 

 3日(木) 関東教区教会婦人会連合第47回総会 

       ⇒ 中止 

 8日(火) 准允式 

       大宮教会 １：00ｐｍ 

教会・教師の動き 

○ 5 月 23 日(日)、狭山教会・大久保一秋牧師の就任

式が行われました。 

○ 5 月 30 日(日)、本庄教会・疋田義也牧師の就任式

がコロナ禍の為関係者と教会員のみで行われます。 

来月の集会案内等 

役員伝道委員研修会 ⇒ 中止 

 

一日教師研修会 ⇒ 中止 

 

婦人部全体研修会 ⇒ 9月に延期 

≪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：埼玉地区委員会ご不要な 
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報告：2021年度第1回地区委員会 
 
 

②新年合同礼拝開催に関する件 
日時：２０２２年１月10日(月・休) 10時30分より、

昨年度はコロナ禍により中止とせざるを得なかったた

め、今年度は最寄り区毎に行う。開催計画は教師委員

会に委ねる。 
③ 地区総合協議会日程、会場に関する件 

日時：２０２２年２月 15 日(火) 19 時より、会場候

補を挙げた。会場教会の承諾を得て、次回委員会で決

定する。 

以上、可決した。 

三．教区総会設営に関する件 

今回は定例議案について書面開催となるため、ただち

に教区総会設営委員会は組織しないが、秋季に教区総

会が行われる可能性がある。その場合、２０１９年度

地区委員と２０２０・２０２１度地区委員、また教師

委員をもって教区総会設営委員会を組織する。 

以上、可決した。 

四．地区委員会日程及び会場等に関する件 

第２回    ５月11日(火) 

第３回    ７月６日(火) 

第４回    ９月７日(火) 

第５回    11月９日(火) 

第６回    １月11日(火) 

第７回    ２月18日(金) 

以上、可決した。 

五．地区委嘱状の件 

地区月報７月号又は8 月号に掲載する「埼玉地区各委

員会・各部名簿」もって委嘱状に代える。 

以上、可決した。 

●閉会祈祷 栗原 清 

 

≪7月、8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。 

(ホームページへの掲載には締切はありません) 

◎ＦＡＸ：048-979-1057 

◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

お知らせ・お願い ２０２１年度第１回委員会 

日 時 ４月９日（金）  

会 場 大宮教会 

出 席 ９人  

主な報告 

●地区内の教会・教師の報告 

◎辞任 

・三芳教会  中山弘隆(正) 

◎就任 

・三芳教会 (代)栗原 清(正) 

◎就任式執行予定 

・埼玉中国語伝道所 森永憲治(正) 

◎問安報告：二教会 

●会計報告 

２月12日から４月８日分 

●主な協議事項 

一．地区総会付託議案に関する件 

・議案第８号 埼玉地区会計監査委員選任の件 

 候補者を挙げた。候補者の承諾を得て、次回委員会

で決定する。 

・議案第９号 埼玉地区総会議事録確認に関する件 

「２０２１年度埼玉地区総会書面開催議事録」を確認

した。 

・議案第10号 次回地区総会会場及び日程の件 

日時：２０２２年３月21日(月・休)、会場候補を挙げ

た。会場教会の承諾を得て、次回委員会で決定する。 

以上、可決した。 

二．地区委員会主催集会等に関する件 

①伝道協力協議会に関する件 
日時：２０２１年10月17日(日) 15時より、会場候 
補を挙げた。会場教会の承諾を得て、次回委員会で決 
定する。 

【関東教区関係】 

 関東教区教会婦人会連合総会中止のお知らせ 

4月23日に3度目の緊急事態宣言が発出され、感 

染状況が当初の予想を超えて急速に悪化していま 

す。関東教区教会婦人会連合ではこの事態を受け、 

6月3日(木)開催予定の第47回総会を中止し書面 

議決とする事にしました。 

【問い合わせ】栄野久江(土浦) ☎090-8591-4697 

 

✟ 春季准允式のお知らせ 

  関東教区総会が書面開催になりましたので、春季

准允式を下記日程で行います。 

(第1回常置委員会時) 

  日時 6月8日(火) 午後1：00から 

  会場 大宮教会 

  司式 福島純雄牧師(関東教区議長) 

  准允者 片岡賢蔵(東中通教会) 

      横内美子(見附教会) 

      平澤巧(春日部教会) 

      清水義尋(越谷教会) 

      竹内真理(深谷西島教会) 

  ▽新型コロナウイルス感染予防対策として、常置 

委員会構成メンバー、並びに受准允者の関係者 

各2名程度の出席で感染予防対策を行って執行 

します。 

  ▽6月9日(水)より、関東教区のホームページで准 

允式の動画が配信されますのでご覧ください。 

 【問い合わせ】小池正造(教区書記) ☎025-247-0058 

 

≪教会ホームページの作成に協力します≫ 

地区ホームページ委員会は教会のホームページの作成

と立ち上げに協力しています。 

【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

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 


