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お知らせ・お願い 

  ＣＳ教師研修会中止のお知らせ 

  2022年1月22日(土)に開催予定でした教育委員会 

主催のＣＳ教師研修会は中止となりました。 

 

 三区合同教師会中止のお知らせ 

  毎年1月に開催している三区合同教師会は2022年 

  1月の開催は中止となりました。 

 

【関東教区関係】 

 秋季按手礼のオンライン配信のご案内 

  秋季按手礼は下記の通り行われますが、新型コロナ 

ウイルス感染予防の観点から、会場となります大宮 

教会の収容人数が、80名と制限されております。 

受按者の各教会関係の方々、ご家族の方々数名の 

参列になりますので、関東教区のホームページでオ 

ンライン配信を致します。配信は11月27日(土)、 

午後7時頃からご覧になれます。 

ＵＲＬ http://uccjkanto.holy.jp/ 

         記 

日時 11月27日(土) 午前10：30～12：00 

会場 大宮教会 

 司式 福島純雄関東教区総会議長 

   受按者 池田純平師(村上教会主任担任教師) 

      西谷祐司師(伊勢崎教会主任担任教師) 

      武石晃正師(宇都宮上町教会担任教師)  

  ※式の終了後の茶話会等は、新型コロナウイルス 

感染予防の観点から行いません 

 【問い合わせ】小池正造(教区書記) ☎025-247-0058 

 

【一般関係】 

 狭山入間市民クリスマスのご案内 

  日時 12月8日(水) 午後2時からオンライン配信 

  出演 エイジア、堀井ローレン 

  ▽ユーチューブの配信です。2022年1月18日まで 

   配信しています。ＵＲＬは下記です。 

   https://www.youtube.com/watch?v=yzQNF045G4A 

 【問い合わせ】栗原清(武蔵豊岡) ☎04-2962-6191 

✟     12月の予定 
【地区関係】 

「埼玉地区デー」献金のお願い 

  埼玉地区では毎年１月の成人の日に、埼玉地区新

年合同礼拝を開催しております。特に、この日を

「埼玉地区デー」と定めて地区の一致と連帯を推

進してまいりました。この埼玉地区の活動とその

一致と連帯を覚えて、「地区デー」献金をお献げい

ただきたく、ここにお願い申し上げます。 

  なおご献金は、「地区デー」当日の新年合同礼拝  

の際にお持ちいただいて、受付でお渡し下さい。 

ご都合のつかない方は、下記の口座にお振込み下

さい。振込みの場合は振替用紙に“地区デー献金”

と明記してください。 

郵便振替口座 ００１３０－２－４１３１２７ 

   口 座 名  日本基督教団 埼玉地区 

 【問い合わせ】末 永廣(小川) ☎0493-72-4904 

 

 地区総合協議会の日程表提出のお願い  

2022年2月15日(火)、午後7時から9時まで 

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

いいたします。 

地区総合協議会で、時間を短縮する為、事前に各

委員会・各部の来年度の委員会日程・行事日程・

委員名簿を地区書記までメールで送り、地区書記

がまとめて総合協議会の当日に2022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。 

そこで、「2022年度日程と委員名簿(ワード)」に記

入して下記までメールで送って下さいますようお

願い致します。 

締切期限は2022年1月31日(月) 

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 

 6日(月) 婦人部委員会 

       久美愛教会 10：00ａｍ 

今月の集会案内等 

地区関係の12月の集会はありません。 

 

来月の集会案内等 

1 月10 日(月・祝) 新年合同礼拝 

 1 区【会  場】岩槻教会 

   【説教者】小林眞牧師(岩槻) 

   【子ども説教】平澤巧伝道師(春日部) 

   【聖餐式】聖餐式はありません 

    ※参加者は事前に申し込んでいただきます。 

 2 区【会  場】志木教会 

   【説教者】未定 

   【子ども説教】未定 

   【聖餐式】未定 

 3 区【会  場】メイン会場：熊谷教会  

サテライト会場：久喜復活伝道所他 

   【説教者】西川晃充牧師(行田) 

   【子ども説教】竹内真理伝道師(深谷西島) 

   【聖餐式】聖餐式はありません 

 ▽開始時間は各会場とも、午前10：30 です。 

 ★礼拝プログラムは当日、配布いたします。 

讃美歌、聖書箇所はプログラムに印刷いたします 

ので、お持ちにならなくて結構です。 

 ★式の中で成人を祝福する『成人の祈り』を用意し 

ています。 

 ★埼玉地区では、成人の日を｢地区デー」と定め地 

  区の一致と連帯を特に推進する日としています。 

 「地区デー献金」はこの礼拝の際にお持ち下さい。 

【問い合わせ】鈴木佳子(久美愛) ☎090-1107-0287 

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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教会・教師の動き 

 

 

②地区講壇交換に関する件 今年度は、各教会・伝

道所の自主的な講壇交換に委ねる。 

3．書記・補助書記報告 

地区総合協議会と地区総会提出書類について説明が

なされた。 

●協議事項 

1．地区総合協議会開催に関する件 以下、可決。 

日時：2022年2月15日(火) 会場：大宮教会 

2．地区総会開催に関する件 以下、可決。 

日時：2022年3月21日(月) 会場：埼玉和光教会 

3．クリスマス・プレゼントに関する件 以下、可決。 

隠退教師 15 名（75,000 円）の支給を承認した。さ

らに、支給方法について話し合い、地区委員からの問

安（手渡し）・郵送に向けて準備をした。 

4．諸申請に関する件 以下、可決。 

埼大通り教会 埼玉地区伝道支援金申請 50,000円 

朝霞教会 教会負担金減免申請  29,000円減免 

加須教会 教会負担金減免申請  28,000円減免 

白岡菖蒲教会 教会負担金減免申請 7,000円減免 

日野原記念上尾栄光教会  

教会負担金減免申請   48,000円減免 

5．社会委員会の「埼玉の夜明け」第159号の内容と発

行に関する件 当地区委員会から地区社会委員会へ

「要望書」（10月21日付）を送付したが、社会委員会

は適切に応えないままである。今後、社会委員会が「埼

玉の夜明け」第159 号を発行・発送した場合、地区委

員会として対応する。具体的な対応の仕方については、

「埼玉の夜明け」第159 号の回収のお願いを発信する

ことを基本に、詳細は三役一任とする。 

 以上、全会一致で、可決。 

6．教団伝道資金不足分補充に関する件 以下、可決。 

 関東教区より教団伝道資金が各地区に配分された

が、申請額 26 万円に対し配分額 25 万円であった。1

万円の不足分について地区伝道会計より補充する。 

7．次回地区委員会日程及び会場等に関する件 可決。 

第7回 1月7日(金) 午後5時  会場：大宮教会 

開会礼拝担当：国府田秀行 / 閉会祈祷 国府田秀行 

お知らせ・お願い 
○ 10月24日、越谷教会・清水義尋伝道師の就任式が 

行なわれました。 

○ 11月14日、深谷西島教会・竹内真理伝道師の就任

式が行われました。 

○ 前菖蒲教会牧師(現在は白岡菖蒲教会)、細谷武英

隠退教師が、11月4日逝去されました。（81歳） 

葬儀は11月8日、日本基督教団赤羽教会で近親者 

のみで執り行われました。 

○ 石川喜一牧師（ベウラ教会）が11月12 日に逝去

されました。（93歳） 

葬儀は11月17日、ベウラ教会にて、藤村和義牧 

師（「活水の群」理事長、渋谷教会）の司式により 

親しい方々のみで執り行われました。 

報告：2021 年度第5 回地区委員会 

日時 １１月５日（金）  

会場 大宮教会、出席 9人  

●主な報告 

1．委員長報告 

①地区内の教会・教師の報告 

◇辞任 東京聖書学校 原田彰久（教・正） 7月13日(火) 

◇就任 東京聖書学校 原田彰久（神・正） 7月13日(火) 

 ◇就任式 済 

  和戸教会  佐藤 進(主・正)、 

佐藤さゆり(担・正) 9月12日(日) 

越谷教会  清水義尋(担・補)  10月24日(日) 

 ◇就任式 予定 

  深谷西島教会 竹内真理(担・補) 11月14日(日) 

◇問安 越谷教会、白岡菖蒲教会  10月22日(金) 

 ◇名称変更、住所変更 菖蒲教会 → 白岡菖蒲教会 

新住所：349-0217 白岡市小久喜815番地 

2．地区委員会主催集会等に関する件 以下、可決。 

 ①新年合同礼拝開催に関する件 コロナ禍の状況・

推移を注視する必要があるが、基本的には開催の

方向で準備していただく。 

【各個教会・一般関係】 

 川口がん哲学カフェ「いずみ」開所5周年の記念講 

  演会のご案内 

  日時 1月15日(土) 午後1：30～午後3：00(予定) 

  会場 西川口教会 

  講演 「人生の道を勇ましく前進  

―より良いゴールに向かって―」 

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 

 

 埼玉県南クリスマスの夕べ2021のご案内  

日時 12月14日(火) 午後7：00から 

会場 川口リリア4階音楽ホール 

ゲストスピーカー アーサー・ホーランド牧師 

      (アーサーホーランドミニストリー主催) 

音楽ゲスト 堀井ローレン(音楽作家) 

▽入場無料。手話通訳有。お子様連れでも大歓迎。 

【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036 

 

 さいたま市民クリスマスのご案内 

  今年はYouTubeでの配信となります。クリスマス 

の賛美とメッセージの映像は、11月26日から公開 

しています。クリスマスメッセージは、日本 

キリスト教団の大宮教会の熊江秀一牧師です。市 

民クリスマスはさまざまな教派の教会が参加して 

おり、クリスマス賛美は、さいたま市内のいくつ 

もの教会メンバーによって作られたものです。 

※下記がさいたま市民クリスマスの案内サイト。 

 https://www.facebook.com/saikuri2021 

 【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 
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