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来月の集会案内等 

 
お知らせ・お願い 

☃     2月の予定 
3月4日(金)開催２区 5日(土)開催１区 世界祈祷日 

  時間 午前10：00から 

  会場 1区：東京聖書学校吉川教会 

(事務：岩槻教会) 

     ※予定していた世界祈祷日はオミクロン株 

拡大により教会に集まることは中止にな 

りました。 

      会場の吉川教会の原田牧師の説教、8名に 

よる朗読、ズームで実施します。 

     2区：飯能教会 (事務：同教会) 

     3区：中止 

  ▽主催ＮＣＣ日本キリスト教協議会（女性委員会） 

   ＷＤＰより送られて来る原案をもとに、日本語 

   式文を作成し配布しています。 

   世界祈祷日の献金はＷＤＰを通して式文作成国 

    の女性達の活動のため、国内外の女性達の働き 

   のために、捧げられます。 

  【問い合わせ】鴻野清美(北本) ☎090-3690-0558 

 

3月21日(月・祝) 地区総会 ⇒ 書面開催に変更 

  内容 地区委員長選挙、地区委員選挙、各委員会 

     各部報告、予算決算、地区宣教活動計画等 

   ※地区委員長選挙と地区委員選挙は郵送にて実施 

 【問い合わせ】大坪直史(熊谷) ☎048-521-6018 

お知らせ・お願い 

【各個教会関係】 

 オルガンをお譲りします 

東松山教会は、長い間礼拝の奏楽に愛用してきた 

ガルニエオルガン（2003年購入）を、管理上の理 

由でお譲りしたいと考えております。中古オルガ 

ンのご購入をお考えの方や教会は、ご連絡をくだ 

さいますようにお願いいたします。 

【問い合わせ】崔長壽(東松山教会) ☎0493-22-0985 

Eメール：usagi2002@naver.com 

【各個教会関係】 

 川口がん哲学カフェ「いずみ」のご案内  

日時 2月12 日(土) 午後１：30～3：30 

オンライン開催（Zoom） 定員 12 人 

▽今回は、オンライン開催のみです。関心のある方 

ならどなたも参加できます。 

▽参加ご希望の方は、2月9日までに川口がん哲 

学カフェいずみのメールまでご連絡ください。 

（kawaguchiizumicafe@outlook.jp） 

折り返し Zoomミーティングへの招待メールを 

送ります。 

【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎090-8494-6316 

 

【地区関係】 

 地区総合協議会のご案内  

各委員会・各部等の代表者の方、下記の件で協議し

ますので、よろしくご参加ください。 

日時 2月15日(火) 午後7：00～9：00 

会場 大宮教会 

内容 各委員会・各部等の次年度の委員編成、計 

画と日程、委員会日程、予算等を協議調整。 

▽各代表者の方は、当日必ず次年度の委員構成、 

委員会日程、行事日程、予算・決算書を25部ご 

提出ください。常設委員会は、委員の任期(例： 

2期1年目)を必ず明記して下さい。 

▽各委員会・各部交付金残金の返還をお願いしま 

す。総合協議会当日報告者が会計(末永廣先生) 

へ直接返還してください。 

またインターＦＡＸの利用代金の納入をお願い 

します。（利用が無ければ必要ありません） 総合 

協議会当日報告者が会計(末永廣先生)へ直接納 

入してください。 

※夕食はありませんので各自で済ませて来てくだ 

 さい。 

【問い合わせ】大坪直史(熊谷) ☎048-521-6018 

 7日(月) 婦人部委員会 

       久美愛教会 10：00ａｍ 

教師委員会 

       浦和別所教会 2：00ｐｍ 

11日(金) 信教の自由と平和を求める2・11集会 

       大宮教会 10：00ａｍ 

14日(月) 最寄り1区教師会 

       上尾使徒教会 1：30ｐｍ 

15日(火) 地区総合協議会  大宮教会7：00ｐｍ 

18日(金) 地区委員会    大宮教会 5：00ｐｍ 

20日(日) 青年部「オンライン青年の集い」 

       オンライン 2：00ｐｍ 

今月の集会案内等 

2月11日(金) 信教の自由と平和を求める2・11集会 

時間 午前10：00から 

会場 大宮教会 

講師 星出卓也牧師 

(日本長老教会西武柳沢キリスト教会) 

講演 「大バビロンと戦争中毒 

～やめられない、軍備化と天皇制」 

【問い合わせ】加藤久幸(所沢みくに)  

☎04-2929-0682 

 

2月20日(日) 青年部「オンライン青年の集い」 

時間 午後2：00～4：00 

内容 Zoomによるオンライントーク   

   ▽申し込み方法  

     下記のアドレスにお名前、所属教会を明記の上 

お申し込み下さい。 

   申し込みアドレス（青年部リーダー 栗原愛基） 

  kaiki2014mt@yahoo.co.jp 

【問い合わせ】指方周平(東所沢) ☎04-2945-5169 

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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報告：2021年度地区委員会 

 

 

◎問安報告：一教会 

二．書記・補助書記報告 

『埼玉の夜明け』回収状況経過報告。本日までに42

教会・伝道所から回収協力あり。 

三．会計報告 

以上、承認。 

●主な協議事項 

一．地区総会に関する件 

最近のコロナ禍感染者数急増の状況を踏まえ、2022

年度埼玉地区総会も、前々年度、前年度同様、止むを

得ず書面開催とする。また今回は、地区委員長選挙、

地区委員選挙も行う必要があるため、出来る限り早く

郵送による選挙を行う。集計作業は利害関係のない信

徒の地区委員や休暇年の地区委員が当たることとす

る。諸資料の作成や郵送等は、三役一任とする。 

以上、可決した。 

二．教団伝道資金本年度運用及び次年度申請に関する件 

口頭にて今年度運用報告と次年度申請予定について

説明した。詳細については三役一任とする。 

以上、可決した。 

三．諸申請に関する件 

・加須教会 

教区教会互助「教師謝儀互助」申請 

・秩父教会 

教区教会互助「教師謝儀互助」申請 

教団年金掛金互助申請 教会負担分、教師負担分 

・東松山教会 

教団年金掛金互助申請 教会負担分、教師負担分 

・毛呂教会 

教団年金掛金互助申請 教会負担分 

四．二〇二二年度教区総会に向け設営委員会を設置する件  

関東教区総会が5月24日(火),25日(水)に大宮市民

会館で行われる予定。本会場では初開催となる。今回

は埼玉地区が設営担当地区のため、2021年度及び2022

年度の地区委員で構成する設営委員会を設置する。  

以上、可決した。 

閉会祈祷 本田 彰 

お知らせ・お願い 
お詫びと訂正 

「月報№300」の「報告：2021年度第5回地区委員会」

は「報告：2021年度第6回地区委員会」へご訂正くだ

さい。私・大坪のミスにより、「報告：2021 年度第 5

回（臨時）地区委員会」を報告し忘れていたためです。

大変申し訳ありません。改めて「報告：2021 年度第5

回（臨時）地区委員会」と、最新の「報告：2021年度

第7回地区委員会」を下記の通り報告させて頂きます。 

 

2021年度第5回（臨時）地区委員会 

日 時 10月21日(木) 

会 場 大宮教会、出 席 9人 

●主な協議事項 

一．書記交代の件 

本協議事項については、大坪直史地区書記が当事者

に当たるため、地区書記代理として末永廣地区会計が

議事録を作成する。 

以上、可決した。 

二．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 

熊谷教会から当地区委員会へ「地区社会委員会の発

行物に関する要望」が届いた。これを受けて、質疑応

答や協議の時を経て、小林地区委員長作成の「要望書」

案を確認し、一部文言を追記した上で、地区委員会か

ら地区社会委員会へ送付することとした。 

以上、全会一致で、可決した。 

閉会祈祷 栗原 清 

 

2021年度第7回地区委員会 

日 時 1月7日（金）  

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 

◎召天 

・石川喜一(正) ベウラ教会 

 最寄り1区教師会のご案内  

日時 2月14日(月) 午後1：30～3：30 

会場 上尾使徒教会  

礼拝 長橋和彦牧師(日野原記念上尾栄光） 

内容 報告、懇談 

     ・教師委員会報告 

     ・教師会今年度状況と次年度予定について 

     ・各教会・教師近況報告 

【問い合わせ】長橋和彦(日野原記念上尾栄光)  

             ☎048-722-3471 

 

 地区総会報告書提出のお願い 

地区総会は、今年も書面開催で行います。この為、 

各委員会・各部等の代表者の方は、地区総会に向 

けて年度報告をご提出ください。 

書式：Ａ4、余白(上下左右20ミリ)、40行、 

1行／45字、10.5ポイント 明朝、 

     タイトルは 16ポイント ゴシック 

提出期限 2月10日(木) 

▽地区書記・大坪直史までご提出ください。提出 

はメールのみの提出となります。報告書をメー 

ルで添付してください。なお、必ず一度プリン 

トアウトして間違いがないか確認してからご提 

出ください。 

メール：otsubo_naofumi@yahoo.co.jp 

【問い合わせ】大坪直史(熊谷) ☎048-521-6018 

教会・教師の動き 

○ 埼玉中国語伝道所が移転しました。移転先は下記 

です。 

〒334-0063 川口市東本郷1518 伊与田様方 

電話 070-8366-2543 

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 


