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今月の集会案内等 

 
来月の集会案内等 

    9月の予定 
9月23日(金・休) 第27回アーモンドの会 

  時間 午前10：00～午後0：30 

  会場 埼玉和光教会 

     (久喜復活伝道所、所沢みくに教会もサテラ 

      イト会場として協力いただきます。） 

      ※Zoom（オンライン）参加も可能 

  主題 「高次脳機能障害を負う絵本作家ソラさんの 

 出版に携わって」 

－ 最近のキリスト教出版事情 － 

  発題 安田正人兄(東所沢教会員)  

  申込 メール、ＨＰ、電話、ＦＡＸのいずれかで 

     申込ください。 

メール：okudajea@jcom.home.ne.jp 

     ＨＰ：https://almond.ykwebinfo.net/ 

     電話／FAX 048-855-4502   

  締切 9月19日(日) 

  ▽参加費無料  

 【問い合わせ】奥田幸平(埼玉新生) ☎048-855-4502 

 

9月26日(月) 教師研修会 

  時間 午前9：30～12：00 

  開会礼拝 鈴木佳子牧師(久美愛教会) 

  講演主題「日韓の教会＝主が備えられた共生の道」 

  講師 崔長壽牧師（東松山教会） 

  ▽当日は、Zoomによるご参加となります。また 

当日9時より入室ができるようにいたします。 

   Zoomに慣れる準備会を、25日(日)午後７時か 

らいたします。 

   ご参加、不参加を、お名前、教会・伝道所名で 

以下宛てに、8月19日（金）までにお知らせ下 

さると幸いです。 

   返信先：稲益久仁子(埼大通り） 

saidaidori_church@yahoo.co.jp 

 【問い合わせ】長橋和彦（日野原記念上尾栄光） 

 ☎048-722-3471 

10月1日(土) 教会音楽講習会 

  時間 午後2：00～3：30 

  会場 埼玉新生教会 

  講演 『讃美歌21』再発見③ 

－『讃美歌21』伴奏法 － 

講師 飯靖子先生(霊南坂教会オルガニスト) 

参加費 500円 

▽事前の申し込みは不要です。 

 【問い合わせ】吉田みち子 ☎048-853-5867 

 

10月9日(日) 七里教会・佐々木佐余子牧師就任式 

  時間 午後2：30 

  会場 七里教会 

  司式 熊江秀一牧師(関東教区議長) 

 【問い合わせ】佐々木佐余子(七里) ☎048-685-3701 

 

10月10日(月・休) 第53回CSせいと大会 

  時間 午後1：00～3：00 

      ※午後のみのプログラム、昼食は各自で 

お済ませください。 

  会場 武蔵丘陵森林公園（運動広場） 

       （運動広場南端トイレ付近、園内集合） 

  参加費 100円（保険料）、入園料の支払い（大人 

450円、65歳以上210円、中学生以下無 

料）は各教会でお願いします。 

  申込先 レク保険の都合上、教会名・人数・連絡 

先を竹内真理(深谷西島教会) 

FAX 048-575-2723宛てに10月5日(水) 

      までにお知らせください。 

  ▽当日は保険の為の参加者名簿(名前・生年月日) 

を忘れずにご持参ください。 

 【問い合わせ】指方周平(東所沢) ☎04-2945-5169 

 

メール又は FAX で 10 月、11 月の情報をお寄せくださ

い。 

 5日(月) 婦人部委員会 

       久美愛教会 10：00ａｍ 

 6日(火) 最寄り2区教師会 

       東所沢教会・Zoom 10：30ａｍ 

地区委員会     

大宮教会 5：00ｐｍ 

12日(月) 教師委員会 

       久喜復活伝道所 1：30ｐｍ 

13日(火) 教育委員会 

       深谷西島教会 7：00ｐｍ 

14日(水) 教会音楽委員会   Zoom 4：00ｐｍ 

18日(日) 埼玉新生教会・平澤昇牧師就任式 

       埼玉新生教会 2：30ｐｍ 

アーモンドの会 

       埼玉和光教会 4：00ｐｍ 

ホームページ委員会 

       西川口教会又はZoom 5：00ｐｍ 

     壮年部委員会 ⇒ 中止 

23日(金) 第27回アーモンドの会 

       埼玉和光教会 10：00ａｍ 

26日(月) 教師研修会   Zoom 9：30 

【教区・教団関係】 

13日(火) 関東教区常置委員会・教団問題協議会 

       大宮教会 10：30ａｍ・3：00ｐｍ 

27日(火)～29日(木) 教団総会 

       池袋・ホテルメトロポリタン 

今月の集会案内等 

9月18日(日) 埼玉新生教会・平澤昇牧師就任式 

  時間 午後2：30から 

  会場 埼玉新生教会 

  司式 熊江秀一牧師(関東教区議長) 

【問い合わせ】平澤昇(埼玉新生) ☎048-852-1379 

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 

 

 

会場：大宮教会 

説教者、奏楽者、その他について三役一任とする。 

以上、可決。 

2.諸申請に関する件 

・和戸教会：関東教区伝道協力基金より、オルガンの

オーバーホールのために５万円の援助を申請した。 

 以上、可決。 

3.地区内規「慶弔規定」の見直しの件 

 地区における慶弔規定の内容を検討した。様々な意

見が出されたが、なお検討の必要があるとした。 

以上、継続審議。 

4.羽倉信彦委員の辞任の件 

 2022年度の地区委員選挙によって選出された羽倉信

彦委員が、辞任を申し出た。地区委員会は、それを

受諾した。以上、可決。 

5.地区委員任期の確認の件 

 コロナ禍のため、2021 年度は 2020 年度の地区委員

がそのまま働きを担った。この1年間の働きは任期

に数えられないため、2022年度の地区委員の中で昨

年度からの継続、あるいは再選の委員の任期年数を

確認した。殊に、2022年度の地区委員長選挙によっ

て地区委員長に再任された小林眞地区委員長の任期

年度を、2022年度、2023年度と確認した。 

 以上、可決。 

6.教会記録審査に関する件 

日時：7月25日(月)10時～16時 

 会場：初雁教会 

 担当：地区委員(教師)7名と、地区教師委員5名、計

12名が記録審査を行う。以上、可決。 

 

≪月報を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) 

【郵便振込先口座番号】名称：日本基督教団埼玉地区 

口座番号 ００１３０－２－４１３１２７ 

お知らせ・お願い 
○ 隠退教師である小海寅之助教師が、8月12日に逝

去されました。96歳でした。 

葬儀は、近親者のみで執り行われました。 

 

○ 長く病魔と闘っておられた東大宮教会・久保島泰

牧師(担任・正教師)が 8 月 21 日、逝去されまし

た。64年の生涯、伝道者として26年の歩みであり

ました。 

8月25日にお別れ会、8月26日「葬儀礼拝」が行

われる予定。但し、「葬儀礼拝」は、基本的には、

ご遺族と、常時東大宮教会で礼拝を守っておられ

る教会員とさせて戴きます。 

報 告 

【集会参加人数】 

・平和を求める8・15集会  

埼玉和光教会参加者40名 Zoom参加者20名 

※ 当日の講演は、動画を予定していましたが、不

具合がありましたので、講演のレジュメを全て

ホームページに掲載しましたので、ぜひご覧く

ださい。 

報告：2022年度第3 回地区委員会 

日 時 7月12日（火） 

会 場 大宮教会、9名 

●主な報告事項 

1.地区内の教会・教師の報告 

・狭山教会、大宮教会、三芳教会の就任式を確認した。 

・埼玉中国語伝道所 森永憲治(正)が辞任、代務として

小林眞(正)が就任した。以上、承認。 

●主な協議事項 

1.地区委員会主催集会等に関する件 

・新年合同礼拝に関する件。(今年度は3つの区が合同 

で行われる) 

日時：2023年1月9日(月)10時30分～12時 

【地区関係】 

 最寄り2区教師会のご案内 

日時 9月6日(火) 午前10：3０〜 

会場 東所沢教会、Zoom（澁谷弘祐牧師）併用 

礼拝 指方周平牧師（東所沢） 

     「主よ、あなたはわたしを究め、 

わたしを知っておられる」 

発題 澁谷弘祐牧師（毛呂） 

     「生涯の目標 － 恩師の論文を読み解く」 

近況報告、懇談など 

【問い合わせ】渡邊典子(三芳) ☎090-2491-3721 

 

【各個教会関係】 

 川口がん哲学カフェ「いずみ」のご案内  

日時 9月10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 

  

 埼大通り教会 有志「きり絵6人展」のご案内 

日時 10月24日(月)～10月30日(日) 

会場 さいたま市民ギャラリー 

（さいたま市役所南側） 

目的 7年間のきり絵の集大成、伝道 

内容 聖書のことばをイメージしてきり絵にした 

もの23点(作画：本多とき子) 

【問い合わせ】稲益久仁子(埼大通り) ☎048-852-2735 

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 


