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今月の集会案内等 

 
お知らせ・お願い 

    5月の予定 
5月の集会は、現在特にありません。牧師就任式等が決 

まりました時は、ホームページでお知らせします。 

来月の集会案内等 

6月 アジア学院生ホームステイ ⇒ 中止 

 

報 告 

【世界祈祷日】 

1区 3月5日(土) 

会場 東京聖書学校吉川教会（Zoom．YouTube）開催 

参加 17教会      献金 150,478円  

2区 3月4日(金) 

会場 飯能教会  

各教会で祈りの時を企画しました。 

参加 17教会 84人   献金107,700円 

3区はイースターの後に行う予定（日時未定） 

お知らせ・お願い 

【地区関係】 

 最寄り2区教師会のご案内 

  日時 5月9日(月) 午前10：30から 

  会場 所沢みくに教会 

  説教 加藤久幸牧師(所沢みくに教会) 

  発題 藍田修牧師(鳩山伝道所) 

 【問い合わせ】澁谷弘祐(毛呂) ☎049-294-3444 

 

 最寄り3区教師会のご案内 

  日時 5月9日(月) 午後1：30～3：30 

  会場 Zoomによるオンライン開催 

     (担当は疋田義也牧師 ☎0495-22-2785) 

  礼拝 温井節子牧師(秩父教会) 

  ▽近況報告と出欠については、事前にメールで山 

野牧師(080-6546-1758)へお知らせ下さい。 

 【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

【地区関係】 

 最寄り1区教師会のご案内  

日時 5月16日(月) 午後1：30～3：30 

会場 埼大通り教会 

礼拝 永井二三男牧師(浦和東教会) 

報告・懇談 教師委員会報告、各教会の年度目標、 

活動予定、近況など意見交換 

※週報を交換致します。15部程度ご持参下されば 

幸いです。 

【問い合わせ】長橋和彦(日野原記念上尾栄光) 

☎048-722-3471 

 

 壮年部委員会中止のお知らせ 

5月に開催を予定していた壮年部委員会は、コロナ 

の収束が見えない状況ですので、中止とします。 

【問い合わせ】市川浩(飯能) ☎042-977-0650 

 

✞ アジア学院生ホームステイ中止のお知らせ 

毎年6月にアジア学院生のホームステイを行なっ 

てきましたが、今年もコロナ禍の為、中止となりま 

したのでお知らせ致します。  

【問い合わせ】鴻野清美(北本) ☎090-3690-0558 

 

【各個教会関係】 

 川口がん哲学カフェ「いずみ」のご案内  

日時 5月14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。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 

 2日(月) 婦人部委員会 

       久美愛教会 10：00ａｍ 

 9日(月) 最寄り2区教師会 

       所沢みくに教会 10：30ａｍ 

最寄り3区教師会 

       Zoom 1：30ｐｍ 

10日(火) 地区委員会 

       教区総会会場下見 10：00ａｍ 

大宮教会 5：00ｐｍ 

16日(月) 最寄り1区教師会 

       埼大通り教会 1：30ｐｍ 

【関東教区の主な予定】 

24日(火)～25日(水) 関東教区総会 

   市民会館おおみや（レイボックホール） 

教会・教師の動き 

○ 3月末 七里教会・最上光宏牧師が代務を辞任  

○ 3月末 白岡伝道所・佐々木佐余子牧師が辞任  

○ 3月末 三芳教会・栗原清牧師が代務を辞任  

○ 3月末 所沢武蔵野教会・渡邊典子牧師が辞任  

○ 3月末 狭山教会・大久保一秋牧師が辞任  

○ 3月末 埼玉新生教会・中村眞牧師が辞任、 

隠退教師となる  

○ 4月  大宮教会・甲賀正彦伝道師が就任 

○ 4月  七里教会・佐々木佐余子牧師が就任  

○ 4月  三芳教会・渡邊典子牧師が就任  

○ 4月 狭山教会・中田正道牧師が就任  

○ 4月  埼玉新生教会・平澤昇牧師が就任  

(先月号に掲載した情報もありますが、3 月、4 月は異

動が多いのでまとめて掲載しました。) 
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 ・教団総会議員選挙に関する件 

・教区議長報告 

・教区総会議長選挙に関する件 

・教区総会副議長選挙に関する件 

・教区総会書記選挙に関する件 

・教区宣教部委員長選挙に関する件 

・常置委員選挙に関する件 

・2022年度関東教区活動方針に関する件 

・秋季按手礼執行の件 

・「ナルドの壼献金」推進の件  

・「会堂･牧師館建築緊急貸出基金」献金推進の件 

・教育費互助奨学金献金推進の件 

・2021年度一般会計決算承認の件 

・2022年度教区歳入歳出予算案承認の件 

・阿部洋治教師の正教師登録に関する件 

・教団伝道所廃止の件 

・教会記録審査を、各地区委員会に委託する件 

報告：2022年度第1 回地区委員会 

日 時 3月29日（火）  

会 場 大宮教会、出席 13人  

●主な協議事項 

1．2022年度埼玉地区総会書面開催議事録と 

地区委員郵送選挙結果確定に関する件 

議事録案について、一部修正が必要。修正と承認は

三役一任とする。 

以上、可決。 

2．2022年度埼玉地区総会議案・報告書の 

正誤表に関する件 

2022年度埼玉地区総会議案・報告書の正誤表につい

て確認した。正誤表は地区内諸教会・伝道所の各教師

にメール・データで送付する。メール・データで送付

できない場合は郵送で送付する。 

以上、可決。 

3．地区委員の担当・役割分担に関する件 

委 員 長 小林 眞 

副委員長 栗原 清 

 

 

書  記 町田さとみ  会  計 末 永廣 

補助書記 澁谷弘祐   補助会計 国府田秀行 

伝  道 山岡 創   教  育 栗原 清 

社  会 澁谷弘祐   教  師 栗原 清 

地区通信 本田 彰   Ｈ  Ｐ 金田佐久子 

修 養 会 小林 眞、末 永廣 

壮 年 部 国府田秀行  婦 人 部 町田さとみ 

青 年 部 山岡 創   障 教 懇 酒井道雄 

教会音楽 羽倉信彦 

埼 宗 連 原田彰久（委嘱） ＊未定 

同 宗 連 木村光寿（委嘱） ＊未定 

川越少年刑務所教誨師 澁谷弘祐 

カルト問題 稲益久仁子（委嘱） ＊小林 眞 

なお、教区から、埼玉地区から教区部落解放推進委

員会に委員を一名推薦して欲しいと要請がある。今後

の検討課題とする。 

以上、可決。 

4．委員会日程と会場に関する件  

今年度、埼玉地区は関東教区総会の会場設営担当の

ため、2021 年度及び 2022 年度の地区委員で、教師委

員会にも協力を呼び掛けて、設営委員会を組織する。

次回の地区委員会では、会場設営についても話し合わ

なければならないので、今後、小池正造教区書記や金

刺裕美教区主事とも相談し、地区委員会の日時はメー

ル等で相談した上で決めることとする。 

以上、可決。 

5.諸申請に関する件 

ベウラ教会 

教区教会互助『緊急互助』申請 40万円 

 以上、可決。 

Ⅱ．報告事項 

1．2022年度一般会計予算へ特別会計より繰入の件 

末地区会計から、地区総会（書面開催）で一般会計

予算が承認されたため、地区総会の「議案・報告書」

と地区通信委員会の「地区通信」の印刷・発送その他

に充当するため、50万円を取り崩すことが報告された。 

以上、承認。       閉会祈祷 小林 眞 

お知らせ・お願い 

 秩父教会「第5回、第6回読書会」のご案内 

日時 5月25日(水)、6月22日(水)  

午前10：00～11：30 

会場 秩父教会 礼拝室1F 

▽三浦綾子著「光あるうちに」をテキストに、読 

 んだことを前提に分かち合いをします。 

どなたもご自由に参加下さい。コロナウィルス 

感染予防をしながら、会に臨んでいます。 

 【問い合わせ】温井節子(秩父) ☎0494-22-2431 

 

【関東教区関係】 

 関東教区教会婦人会連合総会のご案内 

日時 6月3日(金) 午後1：30～午後3：30 

会場 大宮教会 

開会礼拝 熊江秀一牧師(大宮) 

※公共交通機関をご利用ください。 

▽皆様の祈りに支えられ、第27期の関東教区教会 

婦人会連合の歩みを進めています。コロナ禍の 

ため総会のみの開催となります。 

感染予防対策に十分注意して、2年ぶりに対面で 

開催する総会となります。この日を憶えて、お 

祈りくださいますようお願いいたします。 

尚、新型コロナウイルス感染拡大状況によって 

は、開催の形式が変更になる場合があります。 

【問い合わせ】森田美和(宇都宮東) ☎028-660-3304 

 

 第72回関東教区総会開催のお知らせ 

日時 5月24日(火)～25日(水) 

  会場 市民会館おおみや（レイボックホール） 

     （大宮駅東口から徒歩3分） 

  宿泊 東横INN大宮駅東口 

 【主な議題】 

・按手礼・准允式執行に関する件 
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