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来月の集会案内等 

  壮年部委員会中止のお知らせ   

7月18日（日）に春日部教会にて開催を予定して 

いた地区壮年部委員会を中止といたしますのでお 

知らせします。 

【問い合わせ】市川浩(飯能) ☎042-977-0650 

 

【各個教会関係・関東教区関係】 

 川口がん哲学カフェ「いずみ」のご案内  

日時 7月10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－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 

 

 准允式の動画配信のお知らせ 

  6月8日(火)、大宮教会で行われた「准允式」の 

  動画が関東教区のホームページでご覧になれま 

  す。下記のＵＲＬ又は「関東教区」と検索してご 

  覧ください。 

  http://uccjkanto.holy.jp 

 【問い合わせ】豊川昭夫(越谷) ☎048-979-4380 

教会・教師の動き 

○ 4 月 30 日、七里教会・最上光宏牧師が代務に就任

しました。 

○ 関東教区の巡回教師、遠藤公義教師(久美愛教会前

牧師)が、5月27日逝去されました。（75歳） 

○ 6月8日、関東教区の准允式が行われました。埼玉

地区では、平澤巧伝道師(春日部教会)、清水義尋伝

道師(越谷教会)、竹内真理伝道師(深谷西島教会) 

が准允を受けられました。 

     7月の予定 
8月15日(日) 平和を求める8・15集会 

  内容については、現在話し合い中です。 

  ８月号の地区月報でお知らせします。 

 

中学生・ＫＫＳキャンプ ⇒ 中止 

 

教会全体修養会 ⇒ 延期、2022年に開催予定 

 

お知らせ・お願い 

【地区関係】 

 最寄り3区教師会のご案内 

  日時 7月12日(月) 午後1：30～3：30 

  会場 オンライン開催(地区のZoom利用) 

  開会礼拝 疋田義也牧師(本庄) 

  話し合いと報告 「コロナ禍にあってなお、互い 

に助け合い伝道課題に取り組もう」 

     地区報告、教師委員会報告 

   ▽出席・陪席申し込み者のメールアドレスに招待 

ＵＲＬをお送りします。   

【問い合わせ】山野裕子(久喜復活) ☎0480‐53‐9547 

 

 婦人部全体研修会中止のお知らせ   

７月から9月に開催を延期した婦人部全体研修会 

ですが、コロナ感染拡大防止の為、今年度の開催 

も中止としましたのでお知らせ致します。 

【問い合わせ】鴻野清美(北本) ☎090-3690-0558 

 

 

≪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) 

 6日(火) 地区委員会 

       大宮教会 5：00ｐｍ  

11日(日) 行田教会・献堂式 

       行田教会 3：00ｐｍ、5：00ｐｍ 

25日(日) 春日部教会・平澤巧伝道師就任式 

       春日部教会 

26日(月) 婦人部委員会 

       久美愛教会 10：00ａｍ 

 

今月の集会案内等 

７月11日(日) 行田教会献堂式 

  時間 午後3：00から (埼玉3区の教会の方) 

     午後5：00から (埼玉3区以外の教会の方) 

  会場 行田教会 

 【問い合わせ】西川晃光(行田) ☎048-555-2301 

 

7月25日(日) 春日部教会・平澤巧伝道師就任式 

  時間 午後3：00 (予定) 

  会場 春日部教会 

  司式 熊江秀一牧師(関東教区副議長) 

 【問い合わせ】平澤巧(春日部) ☎048-752-3867 

 

教師一日研修会 ⇒ 中止 

 

役員・伝道委員研修会 ⇒ 中止 

 

≪8月、9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 

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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 狭山教会 大久保一秋(主・正) 5/23 14：00～ 

●会計報告 

４月９日から５月１０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 

町田さとみ先生（初雁教会）、 

栗原初音姉（浦和別所教会） 

・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：埼玉和光教会 

開催の是非についてはコロナ禍の状況を見極めながら

判断する。開催する場合は感染予防対策や昼食の持ち

方について地区と会場教会とで相談する。 

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（例年10月頃） 

日時：2021年10月17日(日) 15時より 

会場：上尾合同教会 

上記の日時・会場を候補とした。会場教会の承諾を得

て、次回委員会で決定する。 

なお、テーマについては、地区委員の提案を受け付け

つつ三役一任とする。 

②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：大宮教会 

以上、可決した。 

三．教会記録審査に関する件 

教区総会の書面開催を見越して事前準備について協議

した。 

継続審議とする。 

四．「埼玉地区からZoom活用についてのお知らせ」文

案に関する件 

上記文案について一部を修正し、仕上げと発送につい

ては三役一任とする。 

以上、可決した。 

●閉会祈祷 大坪直史 

 

 

お知らせ・お願い 

報 告 
【地区関係】 

「インターＦＡＸ」の利用に関してのお願い 

 埼玉地区では、緊急連絡網として、ＦＡＸで地区 

内全ての教会・伝道所に一度に送信できる「イン

ターＦＡＸ」を導入しています。 

現在、主に災害などの緊急連絡時に使用していま 

すが、各教会で葬儀関係等、至急地区内全ての教 

会・伝道所へ連絡したい時は、地区書記・大坪ま 

でご連絡ください。また各区単位で送ることも出 

来ます。各委員会の集会案内で使用する場合のみ 

費用は各委員会負担になります。A4サイズ1枚 

で、地区内全ての教会・伝道所へ送る場合は1,800

円です。区毎は教会数×30円です。尚、送る内容

文はFAX ではなくて、必ずメールに添付して、地

区書記・大坪まで連絡してください。 

メール：otsubo_naofumi@yahoo.co.jp 

 【問い合わせ】大坪直史(熊谷) ☎048-521-6018 

 

 ホームページ委員会からのお願い 

埼玉地区のホームページには、埼玉地区 59 の教

会・伝道所の詳細ページがあります。この中に集

会案内が掲載されていますが、集会内容や時間の

変更のある教会はFAX またはメールでお知らせく

ださい。宜しくお願い致します。 

    FAX:048-979-1057  

   メール: toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

  【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

 

【集会参加者数】 

・教会音楽講習会特別編 (6／19)  31人・14教会 

 

報告：2021 年度第2 回地区委員会 

２０２１年度第２回委員会 

日 時 ５月１１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 

大宮教会  高橋真之 (補・担) 3月末 

春日部教会 石橋秀雄 (代)   3月末 

七里教会  小林則義 (主・正) 3月末 

本庄教会  疋田國磨呂(主・正) 3月末 

本庄教会  疋田義也 (担・正) 3月末 

和戸教会  最上光宏 (代)   3月末 

◎就任 

春日部教会 平澤 巧 (主・補) 4月 

越谷教会  清水義尋 (担・補) 4月 

七里教会  最上光宏 (代)   4月 

本庄教会  疋田國磨呂(担・正) 4月 

本庄教会  疋田義也 (主・正) 4月 

三芳教会  栗原 清 (代)   4月 

和戸教会  佐藤 進 (主・正) 4月 

      佐藤さゆり(担・正) 4月 

◎辞任・隠退 

三芳教会  中山弘隆 (主・正) 3月末 

◎召天 

山羽勉教師(無、正) 4/1（越生教会協力牧師、66 歳） 

◎就任式 

埼玉中国語伝道所 森永憲治 (主・正) 4/18 
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