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お知らせ・お願い 

 【各個教会関係】 

 第1回桶川伝道所と共に歩む会総会のお知らせ 

  日時 4月17日(日) 午後3：00～5：00 

  会場 桶川伝道所 

  「桶川伝道所のビジョンと感謝」 

  ▽共に歩む会の皆様と5つの教会、開拓時代からの 

   ご協力者皆様に30年間の感謝のご報告とアドバ 

   イスの時を持ちます。どうぞ共にお祈り下さい。 

  【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

報告：地区総会 

「2022年度 埼玉地区総会」の郵便投票(地区委員長選

挙)の結果について 

2022年2月18日 埼玉地区委員会委員長 小林 眞 

主の御名を讃美します。 

先日、「2022年度 埼玉地区総会」の「議案第3号 地

区委員長選挙に関する件」の郵便投票（地区委員長選挙）

を、行うことができました。総会議員の皆様のご理解と

ご協力を心より感謝申し上げます。 

投票の開票は、信徒地区委員が担当し、2月11日

(金)13時から13時半にかけて、大宮教会において行い

ました。結果が出ましたので、下記の通りお知らせ致し

ます。 

・投票管理者：大坪直史 

・開票委員：国府田秀行、酒井道雄、本田 彰 

※なお、この結果は2月18日の2021年度第8回地区委

員会で承認されました。 

○投票総数113票、有効投票数107票、 

無効投票数6票（内、白票6票） 

議員氏名 票数 当否 

小林 眞 83 当選 

栗原 清 7 次点 

竹内紹一郎 3  

深井智朗 2  

本間一秀 2  

山岡 創 2  

▽1票以下（7名分）割愛 

     4月の予定 
【各個教会関係】 

 川口がん哲学カフェ「いずみ」のご案内  

日時 4月9 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、4月6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 

 

【教団関係】 

 ウクライナ救援募金のお願い 

  去る2月24日に始まったロシアの軍事侵攻によ 

り、ウクライナ国内に多数の死傷者、被災者、ま 

た200万人を超える国外への難民が出ています。 

日本基督教団では、一日も早い平和と人々の命が 

守られることを祈り、社会委員会を通して人道的 

支援のための募金を行います。すでに支援活動を 

始めた※ACT(Action by Churches Together） 

Allianceの呼びかけに応えた救援募 

金です。ご協力をお願いいたします。 

※ACT Alliance（アクトアライアンス）は、スイ 

ス・ジュネーヴに本部を置く、プロテスタント、 

カトリック、正教会などの教会・団体が加盟す 

るエキュメニカルな国際援助連盟です。      

  募金期間：2022年8月末 

目標額：特に定めず 

送金先：加入者名 日本基督教団社会委員会 

郵便振替：00150-2-593699 

（通信欄に「ウクライナ救援募金」とお書き下さい。） 

〒169-0051東京都新宿区西早稲田2-3-18 

日本基督教団社会委員会（電話03-3202-0544） 

 4日(月) 婦人部委員会 

       久美愛教会 10：00ａｍ 

10日(日) 伝道委員会 

       Ｚｏｏｍ 7：00ｐｍ 

11日(月) 教師委員会 

       日野原記念上尾栄光教会 1：30ｐｍ 

17日(日) アーモンドの会委員会 

       埼玉新生教会 4：00ｐｍ 

ホームページ委員会 

       西川口教会又はＺｏｏｍ 5：00ｐｍ 

20日(水) 教会音楽委員会 

       Ｚｏｏｍ 4：00ｐｍ 

教会・教師の動き 

○ 3月末、狭山教会・大久保一秋牧師が辞任。 

○ 3月末、所沢武蔵野教会・渡邊典子牧師が辞任 

○ 4月、三芳教会・渡邊典子牧師が就任。 

今月の集会案内等 

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 

 

≪5月、6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 

≪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 

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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 議案第8号 地区総会議事録確認に関する件 

賛91 票 ／ 否0票  

よって、本議案は可決されました。 

議案第9号 次回地区総会会場及び日程の件 

賛91 票 ／ 否0票  

よって、本議案は可決されました。 

（項目毎の賛否の記入無し合計が11票分） 

 

郵便投票(地区委員選挙)の結果について 

教師 選挙結果 （半数改選） 

投票総数318票、有効票284票、無効34票 

議員氏名 票数 当否    

栗原 清 62 当選 

町田さとみ   57 当選 

澁谷弘祐 43 当選 

岩河敏宏 13 次点 

武田真治 13  

熊江秀一 12  

竹内紹一郎   10  

田中かおる   9  

疋田義也 7  

木村光寿 5  

鈴木佳子 5 

中村 眞 5  

本間一秀 5 

加藤久幸 4  

深井智朗 4 

赤田直樹 3  

久保島理惠   3  

原田彰久 3  

大久保一秋   2  

久保島泰 2  

鈴木証一 2  

原田のぞみ   2 

▽1票以下（13名分）割愛 

※次点者で獲得投票数が同数の者が複数ありましたの 

で拳によって確定しました。 

 

 

信徒 選挙結果 (半数改選) 

投票総数214票、有効票177票、無効37票 

議員氏名 票数 当否    

酒井道雄 48 当選 

羽倉信彦 46 当選 

栗原初音 15 次点 

中松聖美 9  

稲正樹      7  

鈴木洋史 7  

小笠原宏 6  

諸岡功  5  

佐竹貞昭 3  

星川敏充 3  

皆川昌子 3 

赤沼讃四郎   2  

熊谷芳江 2  

グラハム里美  2  

鴻野清美 2  

後藤恵理 2  

齊藤純子 2  

田崎精一 2  

二宮昇   2  

前田信一 2 

▽1票以下（7名分）割愛 

以上 

在主 

2022年3月22日 

埼玉地区委員会 集計・開票担当 

小林 眞、末 永廣、大坪直史、指方周平 

 

※教師の地区委員・大坪直史(熊谷)、指方周平(東所沢) 

 信徒の地区委員・大熊眞弓(東京聖書学校吉川)は 2

期4年(＋延長1年)を務めました。 

※被改選議員の教師の金田佐久子(西川口)、末永廣(小 

川)、山岡創(坂戸いずみ)と信徒の本田彰(大宮)、国 

府田秀行(上尾使徒)と今回当選した教師3名と信徒 

2名と地区委員長で次期地区委員会が組織されます。 

報告：地区総会 

「2022年度 埼玉地区総会」書面開催結果に関して（中

間報告） 

主の御名を讃美します。 

今回、「2022 年度 埼玉地区総会」は、書面をもって

開催することができました。総会議員の皆さまのご理

解とご協力を心より感謝申し上げます。 

任期継続中の地区委員と休暇年の地区委員は、ご返

送いただいた議決権行使書の集計を、3月22日(火)、

大宮教会において行いました。結果が出ましたので、

下記の通りお知らせ致します。 

なお、今回の報告は中間報告と致します。正式な報

告は3月29日(火)の2022年度第1回地区委員会を経

て改めてお知らせ致します。 

 

議決権行使書の集計結果 

○回答総数92（正議員数135） 

         記 

議案第1号 2021年度 地区諸報告 承認に関する件 

賛87票 ／ 否3票  

よって、本議案は承認されました。 

議案第2号 2021 年度 地区会計決算報告承認及び 会

計監査報告承認に関する件 

賛87票 ／ 否3票  

よって、本議案は承認されました。 

議案第5号 2022年度宣教活動計画に関する件 

賛87 票 ／ 否3票  

よって、本議案は可決されました。 

議案第6号 2022年度地区会計予算に関する件 

賛88 票 ／ 否2票  

よって、本議案は可決されました。 

議案第7号 地区会計監査委員選任の件 

賛91票 ／ 否0票  

よって、本議案は可決されました。 

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 


