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今月の集会案内等 

 
お知らせ・お願い 

✞     3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 1区 午前10：30 2区 午前10：00 

  会場 1区：東京聖書学校吉川教会 

(事務：岩槻教会) 

     ※コロナウイルス感染拡大により会場に集 

まることは中止になりました。 

      会場教会より原田彰久牧師のメッセージ 

と8名の方の朗読をyoutubeとzoomで配 

信されます。 

     2区：飯能教会 (事務：同教会) 

     3区：各教会で実施 (事務：北本教会) 

  ▽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 

 秩父教会「第4回読書会」のご案内  

日時 3月23日(水) 午前10：00～12：00 

会場 秩父教会 一階礼拝室 

内容 三浦綾子著「この土の器をも」を読み分か 

   ち合います。読書会は昨年10月から始まり 

「道ありき」を熟読しました。 

▽どなたも自由にご参加頂けます。消毒液使用、 

 マスク着用で開催しています 

【問い合わせ】温井節子(秩父) ☎0494-22-2431 

 川口がん哲学カフェ「いずみ」のご案内  

日時 3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－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。 

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 

報告：地区総合協議会 

2022年2月15日(火)、午後7時より大宮教会を会場

として、2022 年度の埼玉地区の各委員会各部の活動計

画及び委員名簿の発表と行事日程の調整等を行なう「地

区総合協議会」が開催されました。 

2021年度の地区活動は2020年度に引き続きコロナ禍

の為、残念ながらほとんどの活動が中止をせざるを得ま

せんでした。2022 年度は、コロナ禍の終息を見越して

活動計画が立てられましたが、状況次第では中止や延期

も考えられます。また、開催準備に長期間を要する教会

全体修養会は既に2022度の開催はありません。また、

教育委員会の中学ＫＫＳキャンプ、教師委員会の合同教

師会も中止です。社会委員会の環境問題学習会は 2022

年度の開催はなしで、隔年開催を検討しています。年に

3回発行していた地区通信は昨年度同様、年2回の発行

になります。2022 年度の新年合同礼拝は 3 区合同の礼

拝となります。 

2022 年度の委員構成では、活動が停滞している為、

各委員会とも委員の人数が減少しています。ここでもコ

ロナの影響がでています。 

予算案では、各教会・伝道所の負担金が2021年度は

80パーセント減額しましたが、2022年度は、(裏面へ) 

 4日(金) 世界祈祷日・最寄り2区 

       飯能教会 10：00ａｍ 

 5日(土) 世界祈祷日・最寄り1区 

       Ｚｏｏｍ 10：30ａｍ 

 7日(月) 婦人部委員会 

       久美愛教会 10：00ａｍ 

21日(月) 地区総会 

       書面開催 

教会・教師の動き 

○ 2021年12月、ベウラ教会・竹内成子伝道師が代務 

に就任 

○ 3月末、埼玉新生教会・中村眞牧師が辞任、隠退教

師となる予定 

報 告 

【参加者数】 

・信教の自由と平和を求める2・11集会 

25名・13教会 

来月の集会案内等 

4月 婦人部総会 ⇒ 書面開催 

   【問い合わせ】鴻野清美(北本) ☎090-3690-0558 

 

≪4月、5月の情報をお寄せください≫ 

締切は毎月20日、ホームページにも掲載します。 

◎ＦＡＸ：048-979-1057 

◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

≪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) 

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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 拡大教師会    時期未定 

三区合同教師会  中止 

【教会全体修養会】 

教会全体修養会  開催しない 

【地区通信委員会】 

2022年9月、2023年3月に発行 

【ホームページ委員会】 

第19回ＩＴ祭り  2022年9月以降 

【障教懇(アーモンドの会)】 

第26回障教懇   2022年9月23日(金・休)  

【教会音楽委員会】 

教会音楽講習会   2022年10月または11月 

【壮年部】 

一日研修会    2022年11月23日(水・休) 

総会       2023年2月19日(日) 

【婦人部】 

総会       2022年4月、書面開催 

アジア学院生ホームステイ 2022年6月 

教区教会婦人会総会・修養会 2022年6月 

全体研修会    2022年7月 

もより婦人研修会 2022年10月～11月 

世界祈祷日    2023年3月3日(金) 

【青年部】 

第1回集い    2022年8月 

第2回集い    2023年2月 

      (地区ホームページから一部抜粋) 

報告：2021年度第8 回地区委員会 

2021年度第8回地区委員会 

日 時 2月18日（金）  

会 場 大宮教会、出 席 10人  

●主な報告 

1．委員長報告 

①地区内の教会・教師の報告 

ベウラ教会 竹内成子（代・補） 就任 12月27日 

②諸申請の報告 

行田教会 会堂・牧師館建築支援給付申請 

 

 

「空調機器取付」工事 希望額：50万円 

2．書記・補助書記報告 書記担当の大坪委員より、地

区委員長選挙結果報告（小林眞牧師（岩槻）再選）、教

団伝道資金活用報告・申請報告、『埼玉の夜明け』回収

状況経過報告がなされた。 

3．会計報告 会計担当の末委員より報告。以上、承認。 

●主な協議事項 

一．地区総会に関する件 

1．地区総会に関する件 

※◯内の数字は前回議事録に合わせています。 

⑦ 総会議案作成のための五役会 

2月21日（月）10:00～18:00(19:00) 初雁教会 

⑧ 各委員会・各部報告の提出 

提出期限：2022年2月10日(木)までに 

書記・大坪直史へメール添付で提出する。 

⑨ 各委員会・各部交付金の会計決算残金は地区会計

へ返還する。残金は2月15日(火)の地区総合協議会の

時に持参する。 

⑩ 議案報告書の準備と発送 

2月22日（火）の入稿を目指す。3月5日（土）まで

に各教会・伝道所へ到着するよう発送する。残部は地

区書記（大坪直史（熊谷））まで届くようにする。 

⑪ 事務準備会 休止 

⑪ 2021年度地区委員長報告について 別紙確認 

⑫ 正議員のうち被選挙権を有しない者について 

（１）地区委員長選挙（議案第4号）に関する件 済 

（２）地区委員選挙 （議案第5号）に関する件 郵送 

⑬ 議案第5号 2022年度宣教活動計画に関する件について 別紙確認 

⑭ 議案第6号 2022年度地区会計予算に関する件について 別紙確認  

⑮ 議決権行使書の作成の他、書面開催に当たって必

要な事務その他について 三役一任 

⑯ 事後集計のための五役会 3月末予定  

以上、可決した。 

二．次回地区委員会日程及び会場等に関する件 

2022年度第1回地区委員会 日時・場所未定 

出席者：継続地区委員、2022年度新地区委員 陪席者：

退任地区委員 以上、可決した。 

報告：地区総合協議会 

2 月 18日の地区委員会で決定します。各委員会・各部

は開催を前提に希望の予算額が提出されました。 

その他の地区への意見や要望では、Zoom の講習会を

して欲しい、交付金の増額をして欲しい等の要望が出

されました。また、コロナ禍の為に集会が中止になっ

た事を踏まえて、本当に必要な集会か否かを考える良

い機会ではないかと言った意見も出されました。 

最後に地区書記より、地区総会に向けての今年度の

活動・会計報告を至急提出して欲しいとのアナウンス

がありました。 

デルタ株やオミクロン株等、変異株の出現でなかな

かコロナが終息しませんが、2022 年度も主にある一致

と連帯のもと、常に主のみ声に聞き従いながら、福音

の前進に仕える地区となれますようお祈りいたしま

す。 

2022年度の各委員会各部の主な行事予定と日程 

【地区委員会】 

新年合同礼拝     2023年1月9日(月・休) 

地区総合協議会    2023年2月 

地区総会       2023年3月21日(火・休) 

【伝道委員会】  

役員・伝道委員研修会 2022年7月 

伝道と賛美の集い   2022年10月 

【教育委員会】 

ＣＳせいと大会    2022年10月10日(月・休) 

ＣＳ教師研修会    2023年1月28日(土) 

中学KKS・青年キャンプ 中止 

【社会委員会】 

８・１５集会    2022年8月15日(月) 

２・１１集会    2023年2月11日(土・休) 

環境問題学習会  開催しない 

【教師委員会】 

一日教師研修会  秋ごろ 

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 


