
埼玉地区月報 No.315 2023.2.26発行 

 
来月の集会案内等 

 
アンケートにお答えください 

    3月の予定 
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 

お知らせ・お願い 

 川口がん哲学カフェ「いずみ」のご案内  

日時 3月11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 

 

 最寄り2区教師会のご案内 

  日時 3月13日(月) 午前10：00～午後0：30 

会場 ZOOM開催 

礼拝 藍田修牧師(鳩山) 

発題 崔長壽牧師(東松山) 

 【問い合わせ】渡邊典子(三芳) ☎090-2491-3721 

 

 関東教区アジア学院ツアーのご案内 

  日時 3月28日(火) 午前11：00～午後4：00 

  会場 アジア学院    (那須塩原駅か西那須野駅 

10：30にお迎えに行けます) 

  内容 開会祈祷、キャンパスツアー、ランチ、 

     トピカルディスカッション 

参加費 4,500円 

参加申込 【参加申込書】に記入のうえ、3月20日

(月)までに以下にお送りください。 

Email：pigtaku@kind.ocn.ne.jp 

  Fax：0297-62-8505 

 【問い合わせ】飯塚拓也(竜ヶ崎) ☎090-3243-6213 

報 告 

【各集会参加者数】 

信教の自由と平和を求める2・11集会 50名・17教会 

【アンケート内容】 

埼玉地区月報は、1997年1月号から26年間毎月発行

されてきました。しかし、現在埼玉地区月報に掲載され

ている情報は、ほとんど全て埼玉地区のホームページに

掲載されています。以前は、ホームページを見る環境が

整っていない方も多かったですが、現在はネットを見る

方が多くなっています。また、地区月報の費用は、年間

8万円程かかります。費用の8割方は、58教会・伝道所

に毎月郵送する送料です。もしも、地区月報の発行をや

めた場合は、全額8万円が全て浮きます。 

以下、アンケートにお答えください。 

①情報はホームページで見られるので発行しない。 

②作成するが郵送せず、ホームページに載せる。プリン

トアウトできるので、希望者はご自分で印刷する。 

③今まで通り作成して郵送する。 

教会名と①、②、③のいずれかを書いて、下記までＦＡ

Ｘ又はメールでお答えください。宜しくお願いします。 

ＦＡＸ：048-258-6630 

メール：k-sakuko@kyj.biglobe.ne.jp 

締切り 3月20日(月) 

【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 

2023年2月14日(火)、午後7時より大宮教会を会場

として、2023 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。 

2022年度の地区活動は2021年度に比べ、Zoomを取り

入れたりして少しずつ集会が開催されましたが、それで

も多くの集会が中止となりました。2023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、コロ

ナ禍前とは違った形になる集会もあります。 

例年と違うのは、伝道員会では、「讃美の集い」を中

止し、それに代えて別の集会を検討しています。教育委

員会では、夏のキャンプを行わず、 (裏面に続く) 

 3日(金) 世界祈祷日 

       大宮教会・各教会 10：30ａｍ 

 6日(月) 婦人部委員会 

       久美愛教会 10：00ａｍ 

13日(月) 最寄り2区教師会 

       Zoom 10：00ａｍ 

21日(火) 地区総会 

       聖学院大学チャペル 9：30ａｍ 

【関東教区の主な予定】 

28日(火) アジア学院ツアー アジア学院 11：00ａｍ 

今月の集会案内等 

3月3日(金) 世界祈祷日 

  1区：会場 大宮教会(兼事務担当) 午前10：30 

  2区：埼玉和光教会(兼事務担当) 

コロナ感染拡大により各教会で実施する。 

3区：北本教会(兼事務担当) 

コロナ感染拡大により各教会で実施する。 

 【問い合わせ】鴻野清美(北本) ☎090-3690-0558 

 

3月21日(火・休) 地区総会 

  時間 午前9：30～午後0：15 

  会場 聖学院大学チャペル 

  開会祈祷等 小林眞地区委員長 

  内容 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 

  ▽時間短縮のため、地区委員選挙の予備選挙は事 

前に郵送で行います。 

質問に関しては、事前に郵送で地区書記・町田さ 

とみまで送ってください。 

住所：〒350-0041 川越市六軒町2-13-4 

   日本基督教団 初雁教会 

【問い合わせ】町田さとみ(初雁) ☎ 049-224-7594 

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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 地区総会       2024年3月20日(水・休) 

【伝道委員会】  

役員・伝道委員研修会 2023年7月 

【教育委員会】 

中高生対象1日行事  2023年7月17日(月・休) 

ＣＳせいと大会    2023年10月9日(月・休) 

【社会委員会】 

８・１５集会      2023年8月15日(火) 

環境問題学習会     2023年10月29日(日) 

【教師委員会】 

拡大教師会      2023年6月5日(月) 

オンラインによる研修会 秋頃 

講壇交換       2024年1月中に実施 

【教会全体修養会】 

教会全体修養会    検討中 

【地区通信委員会】 

2023年9月、2024年3月に発行 

【ホームページ委員会】 

第19回ＩＴ祭り  2023年秋頃 

【障教懇(アーモンドの会)】 

第28回障教懇   2023年9月23日(土・休)  

研修会      2023年11月3日(金・休) 

【教会音楽委員会】 

教会音楽講習会   2023年10月の土曜日 

【壮年部】 

一日研修会    2023年11月23日(木・休) 

総会       2024年2月18日(日) 

【婦人部】 

総会       2023年4月、書面開催 

アジア学院生ホームステイ 2023年6月 

全体研修会    2023年7月頃 

もより婦人研修会 2023年10月～11月頃 

世界祈祷日    2024年3月1日(金) 

【青年部】 

第1回集い    2023年8月 

第2回集い    2024年2月 

ミニ集い     2023年5月、6月、9月、11月 

 

 
報告：2022年度第7 回地区委員会 

報告：地区総合協議会 
日時 2月17日(金) 17時～20時40分 

場所 大宮教会 9名出席、欠席1名 

●主な報告事項 

1.地区内の教会・教師の報告 

〇越生教会 佐藤彰子正教師就任式 1月29日(日) 

14時30分～15：40分。司式:熊江秀一教区議長、祝

辞:小林 眞地区委員長。 

〇総合協議会 2月14日(火)19時～20時30分、各委

員会・各部より代表者が出席、計20名。内容は、2022

年度の会計決算と予算、2023年度の組織と予定につ

いてを協議した。以上、承認した。 

2.会計報告 

・1／9から2／16までの地区内会計報告があり、問題

の無いこと、地区分担金99.9％の納入の確認をした。 

●主な協議事項 

1.地区委員会主催集会等に関する件 

①地区総会に関する件 

・日時 3月21日(火)午前9：30～12：15 

 ▽会場の都合により12:15に総会終了、12：30退去 

・会場 聖学院大学チャペル 

・当日の駐車場 総会議案書の裏表紙に記載予定。 

・議案の発送 3／4(土)までに各教会・伝道所へシャ

ローム印刷から送付。 

・現在は、地区総会予備選挙を郵送にて行っており、

投票用紙に記入の上、地区書記(町田さとみ,初雁教

会)までお送りください。予備選挙投票締め切りは3

月3日(金)までとする。後日開票作業を行う。    

・2023年度第1回地区委員会は、地区総会後に緑聖ホ

ールにて行う。 以上、可決した。 

②修養会委員では、2023年は日帰りの集会等を検討し

ている。詳細についても検討中。以上可決した。 

◎各総会議員、各委員会各会の議案提案書の訂正があ

った場合、速やかに対応をする。訂正の必要が出た場

合は、早めに地区書記まで連絡をお願いする。メール 

joyful1932@nifty.comにて。以上、可決した。 

７月に中高生対象の1日行事をします。また、社会委員

会では、現在の委員数では、「信教の自由と平和を守る

２・11集会」の開催は無理と判断し中止の予定です。 

教師委員会は、秋頃オンラインによる研修会を開催

します。開催準備に長期間を要する教会全体修養会は、

2023 年度の開催はありません。また、地区通信は昨年

度同様、年2回の発行になります。2023年度の新年合

同礼拝は最寄り区毎の礼拝となります。 

2023 年度の委員構成では、昨年同様活動が停滞して

いる為、各委員会とも委員の人数が減少しています。 

予算案では、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、常設委員会の任

期(２期４年)の見直しや、ホームページ委員会では集

会の動画の掲載が可能であること等の意見やお知らせ

がありました。 

最後に小林委員長より、地区総会の開催内容が次の

通り紹介されました。会場は、聖学院大学チャペル。開

催時間は午前9時30分から午後0時15分まで。時間

短縮の為、地区委員の予備選挙は事前に郵送で行う。当

日の選挙は地区委員の本選挙のみ。予算・決算・各委員

会各部報告についての質問は、事前に郵送で地区書記

まで郵送で送って頂く等。  

新型コロナウイルスの感染症法の位置付けが 5 月 8

日に季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げら

れます。地区の集会も2023年度は、だいぶ復活します

が、新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。 

2023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     2024年1月8日(月・休) 

地区総合協議会    2024年2月 

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 


