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今月の集会案内等 

 9月～10月 第6ブロック最寄り婦人研修会 

  講師 木ノ内一雄牧師(川越) 

  演題 「主イエスを信じなさい、 

      そうすれば、あなたも家族も救われます」 

  ▽各教会に講演の原稿を送付、都合の良い日定で礼 

拝と研修会を行う。 

  【問い合わせ】川越教会 ☎049-242-4338 

 

※ 第2ブロック最寄り婦人研修会 ⇒ 中止 

第7ブロック最寄り婦人研修会 ⇒ 中止 

伝道と賛美の集い ⇒ 中止 

来月の集会案内等 

11月13日(土) 教会音楽講習会 

  時間 午後2：00から 

  会場 Zoomによるオンライン講習会 

  主題 「歌えない時の賛美 

－ コロナ禍での礼拝賛美」（仮） 

講師 浦上充牧師(東中野教会) 

参加費 無料 

▽申し込み方法は後日配布のチラシをご覧下さい。 

【問い合わせ】吉田みち子(埼玉新生)☎090-2764-3739 

 

11月14日(日) 深谷西島教会・竹内真理伝道師就任式 

  時間 午後3：00から 

  会場 深谷西島教会 

  司式 飯塚拓也牧師(関東教区宣教部委員長) 

【問い合わせ】竹内紹一郎(深谷西島) ☎048-575-2723 

 

11月22日(月) 第1ブロック最寄り婦人研修会 

  時間 午前10：00～12：00 

  会場 浦和別所教会 

  講師 有馬味付子教師 

(隠退教師・前成増キリスト教会牧師) 

  演題 「我らの国籍は天にあり」 

 【問い合わせ】浦和別所教会 ☎048-861-4210 

※ 壮年部「秋の研修会」 ⇒ 中止 

     10月の予定 
10月17日(日) 伝道協力協議会 

  時間 午後3：00から 

  会場 上尾合同教会 

  テーマ「教会のつとめ 

 ～コロナ禍によって気づかされたこと～」 

小講演 小林眞地区委員長(岩槻) 

発題者 末永廣地区会計(小川) 

▽参加者は基本的に小規模教会・伝道所が対象。 

 【問い合わせ】大坪直史(熊谷) ☎048-521-6018 

 

10月18日(月) 第3ブロック最寄り婦人研修会 

  時間 午前10：30～11：30 

  会場 オンラインで開催 

  講師 原田彰久牧師(東京聖書学校吉川) 

 【問い合わせ】東京聖書学校吉川 ☎048-982-7616 

 

10月24日(日) 越谷教会・清水義尋伝道師就任式 

  時間 午前10：40から (礼拝の中で行います) 

  会場 越谷教会 

  司式 栗原清牧師(関東教区常任常置委員) 

【問い合わせ】越谷教会 ☎048-962-2743 

 

9月～10月 第4ブロック最寄り婦人研修会 

  講師 東海林昭雄牧師(菖蒲) 

  演題 「聖霊に導かれて」 

  ▽各教会に講演の原稿を送付、都合の良い日定で 

礼拝と研修会を行う。 

 【問い合わせ】桶川伝道所 ☎048-787-5921 

 

9月～10月 第5ブロック最寄り婦人研修会 

  講師 佐藤彰子伝道師(越生) 

  演題 「喜んで旅を続ける」 

  ▽各教会に講演の原稿を送付、都合の良い日定で 

礼拝と研修会を行う。 

 【問い合わせ】越生教会 ☎049-292-7447 

10日(日) 社会委員会 

       埼玉和光教会 3：00ｐｍ 

11日(月) 婦人部委員会 

       久美愛教会 10：00ａｍ 

     最寄り3区教師会 

       オンライン 1：30ｐｍ 

17日(日) 伝道協力協議会 

       上尾合同教会 3：00ｐｍ 

18日(月) 第3ブロック最寄り婦人研修会 

       オンライン 10：30ａｍ 

     最寄り1区教師会 

       東京聖書学校吉川教会 1：30ｐｍ 

24日(日) 越谷教会・清水義尋伝道師就任式 

       越谷教会 10：40ａｍ 

【教団総会】 

26日(火)～28日(木) ⇒ 1年延期 

教会・教師の動き 

○ 8 月 28 日、愛泉教会・森田弘道牧師が逝去されま

した。葬儀は、家族近親者で行われました。 

○ 9 月 12 日、和戸教会・佐藤進牧師、さゆり牧師の

就任式が行われました。 

 

≪11月、12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 
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  最寄り3区教師会のご案内  

日時 10月11日(月) 午後1：30～3：30  

会場 オンライン開催(地区のZoom利用) 

内容 礼拝 説教 竹内紹一郎牧師（深谷西島） 

 発題 担当 舟生康雄牧師(加須) 

             「予定の教理について」 

質疑・感想、教師委員会報告、新年合同礼 

拝についての相談、閉会祈祷 

▽出席の有無に関わらず、教会・教師の近況報告 

を200文字以内で久喜復活伝道所宛送信くださ 

い。教師会開催前に、資料としてお送りします。 

▽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 

 

 牧師夫人と女性教職の集いのご案内   

日時 11月23日(火・休) 午前10：00～12：00 

会場 岩槻教会 

開会礼拝説教 棚橋千恵美牧師(越谷) 

立証 澁谷弘祐先生(毛呂) 

講演 「聖餐式の一考察 

（アメリカ17，18世紀における）」 

講師 佐々木佐余子牧師(白岡) 

会費 なし 

食事 なし 

▽今回はコロナ禍のため時間を縮小して開催しま 

す。どうぞ今から覚えていただきご出席下さい 

【問い合わせ】佐々木佐余子(白岡) ☎048-794-6935 

報告：2021 年度第4 回地区委員会 

日時 9月7日（火）  

会場 大宮教会、出席 10人  

●主な報告 

一．地区内の教会・教師の報告 

◇献堂式 済 

行田教会 7/11(日) 

15:00～三区対象、17:00～一区・二区対象 

 

 

◇就任式 済 

春日部教会  平澤 巧 (主・補)  7/25(日)15:00～ 

◇就任式 

和戸教会   佐藤 進 (主・正)、 

佐藤さゆり(担・正)  9/12(日)15:00～ 

越谷教会   清水義尋 (担・補) 10/24(日)10:30～ 

深谷西島教会 竹内真理 (担・補) 11/14(日)15:00～ 

◇召天 

森田弘道(担・正) 愛泉教会 

8月28日(土) 午前8時41分 羽生総合病院 84歳 

二．書記・補助書記報告 

地区の資料の管理・保管について、収集状況につい

て報告。 

教会記録審査報告について、提出状況について報告。 

三．会計報告 承認した。 

●協議事項 

1．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 

コロナ禍の現状を踏まえ、開催の是非について協議

した。小規模の集まりであることと、可能な限り感染

予防対策を取ることを前提として、予定通り開催する。 

②新年合同礼拝開催に関する件 

今後のコロナ禍の感染状況を踏まえ、開催の是非に

ついては11月の地区委員会で判断する。 

以上、可決した。 

2．埼玉地区講壇交換に関する件 

講壇交換の実施の是非について教師委員会より問い

合わせがあった。今後のコロナ禍の感染状況を踏まえ、

開催の是非については11月の地区委員会で判断する。 

以上、可決した。 

 

≪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) 

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 10月9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。 

関心のある方なら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 

 

【地区関係】 

「第19回ＩＴ祭り」延期のお知らせ 

  今年の秋以降に予定していた地区ホームページ委 

員会主催の「第19回ＩＴ祭り」は、コロナ禍の終 

息がまだ見通せない為、昨年度同様に開催はせず、 

2022年度に延期しました。 

尚、内容は2020年度と同様の予定です。 

【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

 

 最寄り1区教師会のご案内  

日時 10月18日(月) 午後1：30から 

会場 東京聖書学校吉川教会 

開会礼拝 原田のぞみ牧師 

(東京聖書学校吉川教会) 

議題 「1区教師会に、ズーム方式を対面会議と並 

行して導入することについて」ほか。 

【問い合わせ】長橋和彦(日野原記念上尾栄光)  

              ☎048-722-3471 

 

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：埼玉地区委員会 


