
埼玉地区月報 No.310 2022.9.22発行 

 
今月の集会案内等 

 
来月の集会案内等 

    10月の予定 
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 

  会場 武蔵丘陵森林公園（運動広場） 

  参加費 100円（保険料）。入園料の支払いは各教 

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 

 

10月23日(日) 伝道協力協議会 

  時間 午後3：00～5：00 

  会場 初雁教会 

  テーマ 「小規模教会・伝道所の伝道報告」 

  発題 舟生康雄牧師(加須) 

     木村光寿牧師(飯能) 

 【問い合わせ】町田さとみ(初雁) ☎049-224-7594 

11月22日(火) 第3ブロック最寄り婦人研修会 

  時間 午前10：00～12：00 

  会場 和戸教会 

  講演 「キリストの道に生きる」 

  講師 佐藤進牧師 

  【問い合わせ】和戸教会 ☎0480-32-2112 

お知らせ・お願い 

【地区関係】 

 最寄り１区教師会のご案内 

日時 11月21日(月) 午後1：30～ 

会場 七里教会 

礼拝 佐々木佐余子牧師(七里) 

追悼の時（久保島泰牧師を偲び）、 

議事内容 近況報告と懇談 

会費 200円 

申し込み先 稲益久仁子(埼大通り) 

 saidaidori_church@yahoo.co.jp 

※開催日が10月17日から11月21日に変更にな 

りました。 

【問い合わせ】長橋和彦（日野原記念上尾栄光）  

☎048-722-3471 

 

 最寄り3区教師会のご案内 

  日時 10月11日(火) 午後1：30～3：30 

  会場 Zoomによる 

     連絡：疋田義也(本庄 0495-22-2785) 

  礼拝 川染三郎牧師(鴻巣) 

  発題 未定 

  内容 各教師方の近況と祈り。 

教師委員会からの報告他 

  ▽近々に案内状をメールにて発送します。 

   担当：西川晃充(行田)  

 【問い合わせ】山野裕子(久喜復活) 

          ☎0480-53-9547 

 1日(土) 教会音楽講習会 

       埼玉新生教会 2：00ｐｍ 

 2日(日) ホームページ委員会 

       Zoom 7：00ｐｍ 

 9日(日) 七里教会・佐々木佐余子牧師就任式 

       七里教会 2：30ｐｍ 

10日(月) ＣＳせいと大会 

       武蔵丘陵森林公園 1：00ｐｍ 

     社会委員会 

       所沢みくに教会 2：00ｐｍ 

11日(火) 最寄り3区教師会 

       Zoom １：30ｐｍ 

23日(日) 伝道協力協議会 

       初雁教会 3：00ｐｍ 

24日(月) 教育委員会 

       本庄教会 7：00ｐｍ 

【関東教区の主な予定】 

17日(月) 関東教区教師部研修会 

       大宮教会＆Zoom 1：00ｐｍ 

教会・教師の動き 

○ 7 月 31 日、三芳教会・渡邊典子牧師の就任式が行

われました。 

○ 9 月 18 日、埼玉新生教会・平澤昇牧師の就任式が

行われました。 

○ 深谷教会・保母光彦牧師が辞任し隠退教師となりま

した。 

○ 深谷教会・法亢聖親牧師が担任教師を辞任し主任担

任教師に就任しました。 

○ 埼玉中国語伝道所・森永憲治牧師が辞任し、小林眞

牧師が代務に就任しました。 
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 【関東教区関係】 

 関東教区教師部研修会ご案内 

  日時 10月17日(月) 午後1：00〜5：40 

主題 コロナ社会と人間の心理 

講師 碓井真史先生(新潟青陵大学大学院教授)  

会場 大宮教会礼拝堂での対面 開催とzoomのハ 

イブリッド開催 

参加費 無料（交通費補助は行わない） 

講演時間は60分の2回講演 

申込締切 10月2日(日) 申込制 

申込先 成田顕靖(高田教会・新井教会)  

E-Mail:takada-hymn@oregano.ocn.ne.jp  

           FAX:025-523-7009 

報告：2022年度第４回地区委員会 

日時 9月6日（火）17時～20時 

場所 大宮教会、9名出席、1名欠席。 

●主な報告事項 

1.地区内の教会・教師の報告 

・三芳教会、埼玉新生教会、七里教会の就任式を確認。 

・小海寅之助先生(隠・正)が8／12(金)逝去、96歳。 

・久保島泰先生(担・正)東大宮教会。8／21(日)逝去、 

64歳。25日(木)お別れの会、26日(金)葬儀礼拝。 

・豪雨被害：7／22(金)の豪雨において、越生教会の建 

物の下部分が地滑りを起こし、補修工事を必要とす 

る被害であるであることを確認した。 

2.会計報告 

 7／12～9／5までの地区内会計報告があり、問題の

ないことを確認した。              

●主な協議事項 

1.地区委員会主催集会等に関する件 

・伝道協力協議会に関する件。 

 日時：10月23日(日)15時～17時 

 テーマ：小規模教会・伝道所の伝道報告。二人の発 

題者を立て、伝道報告等を伺ってから、全体で教会 

の課題等について協議する予定。     以上、可決。 

 

 

・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。 

 場所：大宮教会 

 奉仕者：説教・東野尚志先生(滝野川教会)、司式・ 

本田彰兄(大宮)。 

なお今回は、聖餐式、昼食、茶菓の時を設けないこ 

ととした。             以上、可決。 

2.諸申請に関する件 

加須教会：教区負担金減免申請が出され、委員会で 

承認をした。 

3.埼玉地区内規の慶弔規定に関する件 

 地区における慶弔規定の内容を、前回に引き続き検 

討した。慶弔の対象と金額とを協議し、次回確認す 

ることとした。 

4.伝道委員会の「伝道と讃美の集い」に関する件。 

 伝道委員会より以下の報告と提言を受けて、地区委 

員会は協議の上、継続審議とした。 

◎コロナ禍において、主催行事「伝道と讃美の集い」 

を行なうことができない。 

◎今後はこの集会をやめて、他の働きを考えた方がよ 

いのではないか。 

  

●地区会計からのお願い 

 地区分担金が未納の教会・伝道所のみなさま。分担 

金の納入をお願いいたします。 

 送金の場合は、以下の口座までお願いいたします。 

 郵便振替 00130－2－413127 

 加入者名 日本基督教団 埼玉地区 

 

お知らせ・お願い 

【各個教会関係】 

 川口がん哲学カフェ「いずみ」のご案内  

日時 10月8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 

【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎090-8494-6316 

  

 東松山教会「秋の伝道集会」のご案内 

  日時 10月23日(日) 午後3：00～4：30 

会場 東松山教会 

集会名 ゴスペル＆トーク 

講師 崔ドクシン牧師（freemdom tokyo Church) 

参加費：無料 

▽崔ドクシン牧師は、韓国でゴスペル作曲者とし 

て活動し、発表した曲の多くが、教会で愛唱さ 

れました。今回の集会で、崔師は、自分の音楽 

を紹介しながら、自分が個人的に出会ったイエ

ス・キリストについて話してくださいます。崔

師のゴスペル歌と共に霊性の世界に深く沈んで

みませんか。 

 【問い合わせ】崔長壽(東松山)  ☎0493-22-0985 

 

 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 

 

【お詫びと訂正】 

8月号の地区月報の裏面、2022年度埼玉地区・各委員

会各部名簿で教育委員会の箇所の訂正をします。 

諸岡 功 (飯能) ⇒ 諸岡 功 (行田) 

大変申し訳ありませんでした。 
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