
2022 年度関東教区諸教会・伝道所 祈りの課題 

【新潟地区】 

佐渡教会 

・すみっこナイトやバザーなど、世界の問題を念頭に置きながら、地域の問題に開かれた教会として、

海岸清掃を継続するとともに、人権を守ることに関与してゆくことができますように。 

・教会の交わりがより生き生きしたものとなり、広がっていくことができますように。 

・会計担当者が起こされますように。 

 

村上教会 

・喜びを持って礼拝を守り、福音宣教と伝道の業に励めるように。 

・教会に集う者同志の信頼関係が大切にされ、賜物が用いられるように。 

・礼拝に参加できない人々にも福音が届けられる方策が取れるように。 

・月 1回で再開した教会学校の働きが継続され、子どもが集まる教会になるように。 

 

中条教会 

中条教会員の私達、一人ひとりは日曜日、礼拝に集うことを心待ちにするようになっています。 

ますます、私達が主の体として打ち解け合い、一つになる嬉しさを味わえるようにお祈りを頂ければ

幸いです。 

 

新発田教会 

・あやめこども園、敬和学園大学、敬和学園高等学校、のぞみの園、地区に建てられている関係施設の

歩みが祝福されますように。 

・教会員の家族、こども園の先生など、祈りに覚える方々が信仰に導かれますように。 

・地域の方々に福音が伝わりますように。 

 

東中通教会 

・感染症対策のため分散礼拝を始めてから3年目に入ります。教会員が皆で集う礼拝が再開・継続できま

すように。 

・礼拝堂に集えない方々にも礼拝の恵みが届けられますように。 

・高齢の方々の健康が支えられますように。若い人たちへの伝道がなされますように。 

 

新潟教会 

・様々な人たちが新潟教会の繋がりに励まされ、生き生きと共に歩むことができますように。 

・新しい時代の教会形成のビジョンが与えられますように。 

・子どもたちや高校生・青年たちの成長を支えることができますように。 

・平和を祈り求める場として教会が用いられますように。 

 

東新潟教会 

・新来会者が与えられ、教会に定着しますように。 

・求道者が、信仰告白へと導かれますように。 

 

 



新潟愛泉伝道所 

・礼拝出席の平均が 10 名に満たされるように。 

・階段のない誰でも集える新しい場所(会堂)が与えられるように。 

・秋の映画伝道会に求道する方、新しい方が招かれるように。 

 

新潟信濃町教会 

新潟信濃町教会の課題は伝道推進です。主の御手に導かれますよう、お祈りください。 

・キリストの枝としての教会員自身の自覚が強められるように。 

・キリストの交わりが豊かに感じられる教会となるように。 

・主に在っての教会員間の交わりが強くなるように。 

 

新津教会 

・主の御業が広く伝道されますように。 

・教会員の健康が守られますように。 

 

五泉教会 

・礼拝を豊かに守ることができますように。 

・教会員の健康が守られますように。 

・主の栄光を証する歩みとなるように。 

・五泉いずみこども園の保育を通して神の愛が伝わるように。 

 

燕教会 

・ウクライナの平和にために。 

・兄弟姉妹が互いに祈り合い、支え合うことができますように。 

・教会学校の働きを覚えて、また奉仕者を覚えて。 

・ご病気の方、ご高齢の方のため。・長く休んでいる方のため。 

・教会の働きと維持管理のため、必要が満たされますように。 

・役員を覚えて。 

・牧師のために。 

・求道者を覚えて。 

 

三条教会 

・ロシアのウクライナ侵攻が一日も早く終戦を迎え、平和な日常が戻りますように。 

・新型コロナウイルス感染症の拡大が一日も早く収束し、医療現場と従事者の困難、教育、経済の混乱

が静まりますように。 

・コロナ禍のなかでも喜びをもって礼拝をまもることができますように。 

 

見附教会 

・新地に献堂が赦され 18年目、本来は創立 70 周年を迎えます。地域にある教会としてますます用いら

れますように。特に地域の子どもたちが礼拝に招かれますように。 

・外部伝道の推進として施設内礼拝、こころの友文書配布の伝道が引き続き守られますようにお祈りく

ださい。 

 



栃尾教会 

・栃尾と周辺地域に福音が宣べ伝えられるように。 

・礼拝から遠ざかっている信徒たちが再び集まって来られるように。 

・どんな人でも安心して礼拝に集えるように。 

・厳しい財政状況が回復し会計が満たされるように。 

 

長岡教会 

・コロナ禍・会員の高齢化に伴い礼拝出席者が減少しています。若い人たちへの伝道と共に、高齢者や

施設入所などで出席できない方々との繋がりも大切にしていくことが出来ますように。 

・牧師館の老朽化に伴う積み立てが進められ、新しい牧師館が与えられますように。 

 

柏崎伝道所 

・共に礼拝を守る仲間が増し加えられますように。 

・クリスマス礼拝（土曜日 15 時～）において再び地区をはじめとした皆さんと共に礼拝・交わりの時を

持つことが出来ますように。 

・柏崎伝道所に連なる一人ひとりの心と体が守られますように。 

 

十日町教会  

・新型コロナウイルス感染症や猛暑による熱中症から、教会に集う一人ひとりの健康が守られますよう

に。 

・雪掘りキャンプの会場教会として再び用いられる日が来ますように。 

 

小出教会 

・地域に福音を宣べ伝える教会としての歩みが確かなものとなりますように。 

・施設や病院で療養中の信徒が守られ、新型コロナウイルスにより隔てられている、交わりが回復され

ますように。 

・新型コロナウイルスや熱中症、冬の雪による事故、災害から守られますように。 

 

高田教会 

・上越地域の人々が主を知り、キリストを信じ、救われるように。 

・体調を崩している教会員・関係者の癒しを求めて。 

 

新井教会 

・妙高地域の人々が主を知り、キリストを信じ、救われるように。 

・施設で療養生活を送る教会員に主の支えがあるように。 

 

妙高高原教会 

・2022 年 2 月 24 日に、教会堂が雪のため全壊しました。今後の事について話し合います。立て直す方

向でいくと思いますが、まだわかりません。どうか、お祈りください。 

 

巻祝福教会 

・巻、西蒲区に福音が宣べ伝えられるように。 

・礼拝出席 5 人の小さな群れが礼拝を継続できるように。 



・礼拝に新たに集まってこられる方が与えられるように。 

 

【群馬地区】 

前橋教会 

3 年越しの話し合いを経て、念願のレインボー・プロジェクト（トイレ改修）が完成しました。性別

や障害ある・なしの区分けなく使用できる多目的トイレ（レインボーのピクトサイン）を作りました。

多様性を尊重する教会として歩みたいと願っています。 

 

前橋中部教会 

コロナ感染防止対策のために、わたしたちの教会も二年前の春以来、礼拝時間短縮、諸集会を自制し、

その影響もあって礼拝出席者と総献金額が減少してしまいましたが、コロナが今年こそ終息し、すべて

が元通りになり、さらに願わくは成長発展できますように。 

 

高崎教会 

新型コロナウィルス感染症の流行が、早く終息しますように。教会に来れない高齢者の方々が、教会

に集うことができるようになりますように。みんなで心置きなく讃美歌を歌い、愛さんの食卓を囲むこ

とがきる日が、早く来ますように。 

ウクライナの戦争が早く集結しますように。飢え、差別、暴力が世界中からなくなりますように。 

私たちの信仰が成長しますように。 

 

高崎南教会 

わたしたちの高崎南教会にも多くはないものの新来者があります。この方たちに目配り、気配り、心

配りをもって適切に迎える教会となることができますように。小さい群だからこその福音宣教の業に励

むことができますように。 

 

桐生教会 

無数のあつい祈りによって支えられていることの喜びと感謝を忘れず、主日礼拝を中心として、共に

御言葉に聴き分かち合い共に祈りをとりなし合いつつ、折が良くても悪くても桐生みどりの地に御言葉

を宣べ伝えていくことができますように。 

 

桐生東部教会 

桐生東部教会は将来の会堂建て替えに向けて準備を進めています。保育園も認定こども園化に向けて

の歩みを進めており、将来は、教会とこども園で地域に開かれた教会・園として共に歩むことを祈り求

めつつ歩んでいます。覚えてお祈りいただければと思います。 

 

泉町教会 

ヨハネ 4：23 の年度聖句と「共に礼拝する群れを形作る教会」の年度主題を掲げて歩んでいます。「受

洗者を生み出す」「教会の伝統（ホーリネス教会の良き伝統）を継承する」「伝道の拠点を整える」と

いう教会の３本柱が特に最近の祈りの課題です。 

 

伊勢崎教会 

東日本大震災被害による会堂建て替えのための教団からの借入金が返済途上です。全額返済が、主の恵

みと教会員一同の祈りと協力をもって一日も早く実現しますように。また、貴い献金をしてくださった 



方々に感謝するとともに主の祝福がありますように！ 

 

甘楽教会 

無牧での１年間、教会の歩みを止めることなく、一人一人の信徒が力を合わせて教会の働きを続けて

います。新しい牧師を迎える準備の中で、宣教のビジョンが一層明確にされ、教会が常に祈りと奉仕と

によって前進する共同体として成長することができますように。 

 

太田八幡教会 

①コロナ完全終息、ウクライナ問題解決 

②様々な差別問題の克服 

③教区内で教勢減少及び財政問題に悩む教会・伝道所の教勢（当教会では、特に若者）及び財政（当教

会では、特に「教師謝儀」の問題）が良くなること。 

 

沼田教会 

（祈りの課題は寄せられませんでした。沼田教会のために祈りましょう。） 

 

緑野教会 

・神が生きておられることを証しすることができますように。 

・多数の意思が力を持つ時代、一人の存在が尊ばれますように。 

 

渋川教会 

①高齢者の平安 

②求道者への導き 

③渋川教会 YouTubeチャンネルの視聴者が増えるように 

④役員と牧師の奉仕が守られますように 

⑤しんあい子ども食堂の運営が主に導かれますように。 

 

館林教会 

①教会学校に生徒が与えられ、再開できますように。 

②教会員の子が信仰告白に導かれ、受洗に至りますように。 

③主日礼拝が霊的祝福のもと、教会全体の成長・充実が図られますように。 

④地域社会に根ざした宣教・伝道が続けられますように。 

 

安中教会 

コロナ禍に加え、無牧師期間の中で祈りを合わせ、新任牧師が与えられました。150 周年に向けて新

教育館の建築の幻を思い描いています。新生会での「榛名礼拝」を再開しました。高齢者への配慮を怠

らず、若い世代へも寄り添いつつ歩みたいと願っています。 

 

原市教会 

關橋牧師が 2022 年度いっぱいで辞任することが臨時総会で承認され、来年度の新しい牧師招聘に向

けて歩んでいます。これからの牧師招聘と原市教会の新たな歩みの上に主が共にいて豊かに導いてくだ

さいますように。 

 



松井田教会 

地域社会に開かれた教会として、近隣や 10 年に前に閉園した付属幼稚園の卒園生や保護者に向けた

働きかけを含む集会に取り組んできました。感染症の影響でその集会が滞り、教会財政もたいへん厳し

い状況ですが、教会の歩みが支えられますよう、お祈り下さい。 

 

島村教会 

①島村地域の発展と人口の増加のために。新橋の建設か、渡船が再開され市街地との交流が円滑になり

ますように。 

②教会員家族の信仰の継承のために。 

③コロナ以前のように、施設で生活しているお年寄りと礼拝を共にすることが出来るように。 

 

吾妻教会 

新型コロナウィルス感染症の騒動の中で、地域の方々と教会との交わりの機会が少なくなっています。

週毎の礼拝が喜びに満たされて守られ、地域の方々と交わる機会を通してイエス・キリストを証するこ

とができますように。 

 

群馬町教会 

①キリストに結ばれた枝として、一人一人のかけがえのなさが大事にされる教会となりますように。 

②ここ数年の内に群馬町教会専住の牧師・伝道師が与えられますように。 

 

【栃木地区】 

宇都宮教会 

キリストを頭とする教会形成の業を通して、この地における福音伝道がさらに推し進められますよ

うに。 

 

四條町教会 

長く礼拝出席を控えている兄姉の健康が神様に守られるように。 

「認定こども園清愛幼稚園」の働きが支えられるように。 

 

宇都宮東伝道所 

 伝道所が継続できるように、主日礼拝出席者数が増し加えられるように。平日来訪者を迎えるため

の駐車場が確保できるように。経済的支援ばかりではなく、小規模教会・伝道所の現状を知り、祈り

合う合同祈祷会の開催と、人による支援（奉仕）活動の開始。 

 

宇都宮上町教会 

2019 年度より 3 年に渡り代務者を立てており、コロナ禍を手探りするように進んでまいりました。

今年 4 月より武石晃正牧師が主任担任教師に就任し、6 月には就任式を行いました。新しい体制におい

て教会がますます一致をもって進めるようご加祷ください。 

 

足利教会   

教会員に加えて地域の様々な方が集える場になっていることに感謝。教会も、足利みどり幼稚園も

神の御心にかなった歩みができるように。 

 

足利東教会 

財政の半分はナルド献金に頼っている状態です。数名の高齢者が多額の献金をされていて、数年先

そういう方が天に召されると、大きな収入源が無くなる状態です。福音が正しく宣べ伝えられ、主の

ご計画に喜んで従う礼拝する群れとなりますようお祈りください。 

 



佐野教会 

「地域と共に生きる教会」 

①一人一人の教会員の健康を覚えて。 

②問題・悩みをもって、教会を訪れる人たちとの交流を深める。 

③近所の人たちとの交流を深める。 

④教会に定着する人は少ないが、なお忍耐をもって祈り続ける。   

 

鹿沼教会 

感染症の不安が続く中、主の日毎に教会に集い、対面で礼拝をもつことが出来たことは大きな恵み

でした。他方、事態の終息が見通せないなか、これまでの課題（若・中年層への伝道等）に加えて、

ウイズ・コロナを前提とする伝道という難題を与えられたと思います。 

 

矢板教会 

次の牧者が与えられますように。 

10 人で礼拝を守ることができますように。 

 

西那須野教会 

来年、西那須野教会は創立 130 周年を迎えます。歴史から学び、宣教が始まったこの地域に仕え、

神に仕える教会形成のために又は御言葉に従い、「心休まる教会」として地域の方々と共に歩み、皆に

愛される教会となれますよう、お祈り下さい。 

 

那須塩原伝道所 

２年間の無牧師期間を乗り越え、４月より今野善郎牧師を迎えられたことを感謝します。落ち着い

た主日礼拝を守り、感謝して御言葉をお受けし、実行する、喜びあふれる信仰者の群れとなれますよ

うに。 

 

塩谷一粒教会 

み言葉と祈りによって、前進続ける教会であるように。 

新会堂建築の実現と、そのため教会裏の土地の取得が適いますように。 

受洗者が与えられ、３０名礼拝以上の礼拝を捧げることが適いますように。 

塩谷町と周辺地域が、救いの御手で包まれますように。 

 

氏家教会 

高齢や施設入所などのため礼拝に出席出来ない方のため、４月から学校法人聖和学園のお力添えに

より認定こども園として歩みを初めたヒカリ園のため。地域の中にあって氏家教会が『地の塩・世の

光』としての歩みが出来ますに。 

 

上三川教会 

（祈りの課題は寄せられませんでした。上三川教会のために祈りましょう。） 

 

益子教会 

礼拝に新しい人が与えられますように。 

教会の土地が与えられますように 

 

小山教会 

小山教会の祈りの課題は二つです。第一に、次代を担う中堅信徒の増加です。第二は、会堂や備品

の老朽化に伴い、数年前より予算を組み一つ一つ実現してきました。既に屋根の修繕とエアコンの取

替工事は終了致しました。会堂修理とオルガンの設置が今後の課題です。 

 

【茨城地区】 

水戸教会 

 教会が地域に根ざした交わりの場となりますように。コロナ禍や様々な事情でなかなか礼拝に集え

なくなっている方々とのつながりも豊かに結ぶことができますように。聖光学園保育部の働きと職

員・園児・保護者一人ひとりを守り祝福してください。 



 

水戸中央教会 

 教会員の高齢化が進んでいるからこそ、御言葉と聖霊に導かれ、共に信仰を励まし合いながら、戒

めながら、共に福音を宣べ伝えることができますように。そして、子･孫･代々に信仰を継承していく

ことができますように。 

 

水戸自由ヶ丘教会 

①主に喜ばれる礼拝を捧げることができますように。礼拝に集まって来る人々の信仰が高められます

ように。 

②牧師をはじめ、教会員一人一人の健康が支えられ、み言葉を宣べ伝える事ができますように。 

③新しくみ言葉に聞き、従う人が与えられますように。 

④月１回開催されている、近隣の 7５歳以上の人々が教会に集まって、軽い体操とアコデオンに導かれ

て歌声を響かせている会合が、引き続き継続できますように。 

 

土浦教会 

 教会墓地が老朽化し、カロートに水が溜るようになったこと、墓地が教会から離れており、高齢の

方などはアクセスが困難であることを受けて、教会敷地内に記念堂（納骨堂）を建設する幻を与えら

れています。御心にかなった形で進められますように。 

 

日立教会 

 島田進牧師が天に召されてから、日立教会は代務の島田信子担任牧師を中心に礼拝を守っていま

す。私たちの祈りは、新主任担任牧師の早期招聘と信仰の継承です。新しい牧師と一緒に福音の種を

蒔き、主の福音を次世代に伝える教会となるよう共に祈って下さい。 

 

下館教会 

①わたしたちの教会がこの街に広く知れ渡るように。 

②教会関係教育・保育施設、その働き通じて主の証しが出来ますように。 

③教会の礼拝が充実できますように。 

④教会員家族、関係教育保育施設教員及び関係者から信仰告白者が与えられますように。 

⑤新任教師が与えられますように。 

 

石岡教会 

代務のお努めを担われる大塚愼牧師、また、協力牧師として教会にご奉仕くださる伊藤信彦牧師と

大塚泰惠牧師のご健康とお働きが守られますように。すべての教会員一人ひとりが、ひとつの主の体

として教会を支え合うことができますように。 

 

水海道教会 

 水海道教会は高齢の方が多いのですが、皆さんイキイキと礼拝に集っておられます。ただ、今後の

課題として礼拝に来る足の問題があります。良き解決策が与えられますように。加えて、教会の次代

を担う人々が興されるように。二葉こども園の働きのためにもお祈りください。 

 

竜ケ崎教会 

子どもと大人が共に守る礼拝を毎週行っています。毎週の礼拝で子どもたちが育ちますように。隣

接の認定こども園ぶどうの木竜ケ崎幼稚園の働きのためにもお祈りください。教会と幼稚園が車の両

輪となって、神さまの愛を伝えることができますように 

 

勝田教会 

次の 10 年に向けて新しいビジョンを持って進めるように教会全体で神様の導きを受け取っていくこ

とができるようにリトリートを計画しています。守られ祝されるようにお祈りください。  

 

鹿島教会 

 草創期より、付帯施設の鹿島幼稚園に集う子ども達への伝道を課題としています。また、日本三大

神宮鹿島神宮の門前に立つという伝道の困難な地域にあって、高齢者を始め、弱者と共に歩み、地域

に開かれた教会を目指しています。 



牛久教会 

新来会者をお迎えしやすい風通しの良い教会であれますように。高齢やご病気の方々、施設に入所

しておられる方々がまもられますように。人権・平和が大切にされる世となりますように。 

 

諸川伝道所 

諸川伝道所は、主任担任教師の井上牧師が 2023 年 3 月末を持って辞任予定です。後任牧師が与えら

れるようお祈りください  

 

筑波学園教会 

4 月より赴任された上原牧師とともに礼拝を中心として主にある交わりが豊かに形成され、高齢の

方、病にある方々を大切に覚え、つくば市での伝道の基となりますように。また、牧師館の改修工事

を通して牧師先生の良き住環境が整えられますように。 

 

取手伝道所 

子どもたち一人ひとり、その親、また取り巻く社会に様々な困難があることを感じます。子どもた

ちの健やかな育ちがありますように。そのことのために当伝道所と隣接のこども園が共に歩んでゆく

ことができるように祈っております。 

 

神の愛キリスト伝道所 

神の愛キリスト伝道所は、稲敷市の高齢者、子ども、青年、難病の人、重荷を負っている人に、神

の愛キリストを伝える開拓伝道をしています。礼拝にキリストを求める稲敷の人がこられるようにお

祈りください。イエス・キリストを信じて救われる人をお祈りください。 

 

常陸大宮伝道所 

①教勢が伸びて教会設立が出来ますように。 

②牧師館が与えられ、次の牧師を招聘出来ますように。 

③経済的自立が出来る教会となりますように。 

 

守谷伝道所 

 今年度、主日礼拝は安東優牧師、陣内厚生牧師、飯塚拓也牧師、大串眞牧師の各先生が奉仕してく

ださり、月一回は信徒の証の礼拝として守っています。主任担任教師の若月牧師を天に送り、代務を

担ってくださる先生と共に伝道所の働きが全うできますように、創立 10 周年に向けて良き業ができま

すようにお祈りください。 

 

【埼玉地区】 

久美愛教会 

 繋がっていたいと願います。父なる神様。関東教区の教会と祈りに繋がっていたいと願います。高齢

者施設や、教会に隣接する久美愛園の各施設で、自粛を余儀なくされている利用者さんと、礼拝の祈り

の内に繋がらせてください。アーメン 

 

浦和別所教会 

今年度の御言葉「主に向かって、心からほめ歌いなさい」(エフェソ 5:19)の御言葉に従って、主の栄

光を表す活動が出来ますように。現在の試練(高齢化に伴う病気・リハビリ・老々介護)にあっても、教

会員が主への賛美を献げられるように、聖霊の注ぎを願い求めます。 

 

浦和東教会 

 高齢者の健康が支えられますように。 

 

大宮教会 

 「すべての人を喜びあふれる神の家族へ」と神が与えてくださった幻（まぼろし）を掲げています。 



この幻が私たちの生活の営みから決して失せないように 日々、聖書の御言葉から離れないキリストに

ある共同体として作りあげられますように。 

 

東大宮教会 

 困難の中にあっても、主の御言葉に立つ教会として歩めますように。 

 

聖学院教会 

 大学の敷地内にある教会として特別な使命を深く自覚しつつ、与えられた環境の中で、主の言葉に固

く立つ教会の形成と福音の伝道に励むことができるように。地域伝道のために力尽くし、地域の諸教会、

学校法人聖学院との伝道協力に努めることができるように。 

 

埼玉新生教会 

①教会主題「祈り合う群れ」を覚えて。 

②牧師交代による新しい歩みを覚えて。 

③公同第 1礼拝、公同第 2PF礼拝を覚えて。 

④しんせい幼稚園の働きを覚えて。 

⑤信徒の交わりを豊かにする。 

 

埼大通り教会 

 子どもの教会に子どもたちが出席することができますように。子どもの教会で子どもたちが神さまの

愛を受けて成長しますように。６月 19 日創立五十周年を迎え感謝の礼拝を捧げることができました。

御言葉によって豊かな人生を歩むことができますように。 

 

岩槻教会 

教団の多くの教会の課題は、「①礼拝出席者の高齢化 ②次代を担う青年の減少 ③教会学校生徒の

減少」と考えられる。当教会の課題も②と考えざるを得ない。総会・長老会でも、話題にはなるが、具

体的対応が進まないでいる。教区の皆さまには、②の課題を祈って下されば幸です。 

 

春日部教会 

教会教育の業が守られるように。教会学校のこどもたちと、併設する三愛保育園に集うこどもたちの

成長のために。保育士たちに信仰が与えられるように。また、教会に奉仕する神学生のために。さらな

る伝道献身者、洗礼志願者、信仰告白志願者が起こされるように。 

 

越谷教会 

 第一礼拝、主礼拝、夕礼拝の一日 3回の礼拝と、動画配信されるネット礼拝がこれからも充実してい

きますように。また、コロナ禍にあっても通常保育を行うことができた附属幼稚園のはたらきが守られ、

祝されて、これからも充実した保育が行われますように。 

 

シャロンのばら教会 

 シャロンのばら教会はあゆみ幼稚園の一室をお借りして創立 30 周年を迎えました。隣地で会堂建築

することを願っていますが、行政の壁に阻まれています。二つの伝道会は一つになり、礼拝に集まる人、

特に子どもが減りました。新しい形が整えられますように。 

 



草加教会 

 教会員一人ひとりが御言葉に養われる、祈りと御言葉実践の日常を過ごすこと。主イエスとの関係作

りを優先する生活を通して聖霊に癒され満たされることで、周りの人たちを幸せにする者となる。会に

は恵みを貰うよりも、与えるために通う者となるように。 

 

東京聖書学校吉川教会 

 日曜日の二回礼拝が守られて感謝。礼拝等の配信を活かした伝道に取組ます。教会学校、礼拝後の諸

集会再開のために。神学校と共なる歩み、礼拝出席や配信視聴も難しい教会員と家族、コロナ禍の地域

の方々に主の慰めとお支えを祈り続けます。 

 

川口教会 

①高齢化問題について：教会の働き手の平均年齢は７０代となりました。20 代～40 代、教会の明日を

担う信徒の方々が与えられる様に願っています。 

②伝道拠点について：東川口にて家庭集会を行ない 5年経過しました。8名から 10名が月 1回集い集会

をしています。伝道所開設を夢見ています。 

③教会創立 100周年について：2026年教会創立 100 周年を迎えます。教会を支えて下さった信仰の先輩

の方々、地域、地区教区等、多くの方々に感謝して記念の時を持ちたいと願っています。み旨に適っ

た準備が出来ますよう祈っています。 

 

西川口教会 

 2022年度の教会の主題は「聖霊に導かれて前進する教会」。主日礼拝では使徒言行録から説教してい

ます。中長期的な課題は将来の宣教と会堂建築です。宣教の器にふさわしい会堂建築が実現しますよう

に。御言葉と祈りによって教会が一つにされますように。 

 

安行教会 

 子どもも大人も一緒の礼拝が、ますます祝されますように。礼拝出席者が洗礼へと導かれますように。

ご高齢の故に礼拝出席が困難になっている方たちの信仰が守られますように。 

 

上尾合同教会 

 1960 年 7 月 17 日に、上尾市内にあった三つの教会が合同して上尾合同教会が設立されました。更に

上尾の地に福音の種を蒔き続けられますように！また附属の上尾富士見幼稚園児が減少傾向にありま

す。神様の愛を豊かに子どもたちに伝えていけますように。 

 

日野原記念上尾栄光教会 

①礼拝（会堂、YouTube、ホーム・ページでの）と集会が守られますように。 

②地域に仕え福音宣教する教会として、子供たち、保護者、人々を導けますように。 

③コロナ禍等で不自由な環境におかれている教会兄弟姉妹、ご家族、地域の人々に癒し、慰め、励まし

を。 

 

上尾使徒教会 

 今年度一年をかけて伝道の姿勢を整えていくことです。 

 

 



白岡伝道所 

（福島英子先生のつぶやきノートから）大雨や雷から守ってくださいと祈って寝ました。「天の神様、

地震・雷・家事・強盗・泥棒・詐欺から守ってください。怖い目にあわせないでください」と、なんと

勝手な祈りでしょう。それを神さまは聞いてくださった。何と素晴らしい不思議なありがたいことでし

ょう。イエス様大好き。こらからも守ってください。 

 

白岡菖蒲教会 

①開拓伝道を通して地域の中から求道者、信仰者が与えられますように。 

②当教会が創設した「あやめ保育園」の働きを通して福音宣教の業が前進しますように。 

③信仰の継承が実を結びますように。 

 

七里教会 

 七里教会は長期欠席者が多いです。高齢者でホームに入居中の方、病気で礼拝に出られない方、医療

関係で休めない方、様々な事情をかかえています。週報や説教原稿は時々送付しています。早く改善さ

れて共に礼拝できるようお祈りください。 

 

埼玉中国語伝道所 

埼玉中国語伝道所の礼拝が、近隣の教会の牧師の奉仕で守られていますが、川口の地で良き働きが継

続されますようにお祈り下されば幸いです。 

 

川越教会 

ユーチューブで主日礼拝のライブ配信を始めました。福音に接する機会が一人でも多く与えられるよ

う覚えてお祈りください。また 

①高齢の教会員の健康が守られるよう 

②教会学校に生徒が与えられるよう 

③第五聖日の伝道礼拝が地域の人たちに良い証の場となりますよう お祈りください。 

 

初雁教会 

①コロナを気にすることなく、兄姉が礼拝に出席できるように。 

②教会の様々な活動が、回復しますように。 

③教会の信仰が更に引き上げられ、一人ひとりが主に繋がり霊性が豊かになりますように。 

④伝道の業が用いられ、家族、友人、地域の人々が救われますように。 

 

坂戸いずみ教会 

当教会は、コロナ禍が始まって以降、２グループに分かれて隔週で出席する分散・時短（30分）の礼

拝を原則として続けています。一日も早くコロナ禍が終息し、皆で礼拝を共にし、愛餐や会食の交わり

を持てる日が来ますように。 

 

鳩山伝道所 

① 何よりも礼拝が守られますように。 

②『こころの友』誌を読んだ方に福音が伝わりますように。 

③祈祷会・CS に出席者が与えられますように。 

④主の愛の交わりに与り倣うことができますように。 



⑤ささやかでも地域にボランティアの働きができますように。 

 

志木教会 

 教会と幼稚園の協働的な歩みが祝され、日々心からの礼拝を献げることを通して、みことばが幼子か

らご高齢の方に至るまでしっかりと届けられて、各人が霊的に覚醒され、生き生きとキリストの幹に繋

がり、良き証人として生きることができるように。 

 

埼玉和光教会 

①何よりも礼拝が守られますように。 

②『こころの友』誌を読んだ方に福音が伝わりますように。 

③祈祷会・CS に出席者が与えられますように。 

④主の愛の交わりに与り倣うことができますように。 

⑤ささやかでも地域にボランティアの働きができますように。 

 

朝霞教会 

新しい人が来られるように 

 

武蔵豊岡教会 

メソジスト信仰を継承した武蔵豊岡教会の創立は、1889 年 7 月 2 日、今年で 133 周年を迎えます。

W.M.ヴォーリズ氏の設計による礼拝堂の竣工は 1923 年、来年 2023年で丁度 100周年を迎えます。これ

を記念する行事を現在計画中です。覚えてお祈りを頂ければ幸いです。 

 

飯能教会 

コロナ禍によって、礼拝に出席したいと願いつつも、それが叶えられない者が多くおります。どうか、

コロナ禍が一日も早く終息し、安心して礼拝に出席出来ますようにと、祈念します。 

 

小川教会 

主にある教会の交わりを豊かなものとする為に教会員が自主的に懇談を重ねている。礼拝を守ること

に心を尽くしているので主にあって一つとされることに望みを持っている。 

 

東松山教会 

①近くの幼稚園、小中高学校に通っている、学生たちを教会に導くことができますように。 

②10 月 23 日予定の音楽コンサート礼拝を通して多くの人々が主に導かれますように。 

③地区内の教会・伝道所が、一心で主の福音を力強く宣べ伝え、主の国が来ますように。 

 

越生教会 

2022 年 7 月 12 日の大雨で崩れた教会裏の斜面の補修及び敷地の雨水処理の将来に益となる手立てを

することができますように。 

教会の群れにつらなる 1人 1人が、聖霊に導かれ御言葉によって、生き生きと主の証人として生かさ

れていくことができますように。 

主よどうか、日々新たに生まれる憎しみと悲しみから私たちを救い平和を造るものとして下さい。 

 

 



毛呂教会 

苦難のいま一人一人が主に望みを置くこと。霊による一致を願い主日礼拝を守ること。神の言葉によ

って信仰の実りとしての救いを確信し語り伝えていくこと。 

 

三芳教会 

礼拝出席が叶わない信徒も含めて小さな群れですが、一人一人信仰が強められ、キリストの体を実り

豊かに形成していけますように。喜びに満ちた信仰生活の積み重ねで、キリストの香りを放ち、地の塩・

世の光として、主に用いていただけますように。 

 

所沢武蔵野教会 

（祈りの課題は寄せられませんでした。所沢武蔵野教会のために祈りましょう） 

 

所沢みくに教会 

20年度から、三密を避けるため、主日礼拝を分散・短縮開催（聖書を学び祈る会も毎週開催）。20年

度から動画配信も開始しているが、20年度から説教要旨を毎週配布、21年度から月 1回牧師通信配布。 

今後、コロナを経験した教会として、教会活動を徐々に整えたい。 

 

東所沢教会 

①東所沢教会に集う 1 人 1 人、東所沢に暮らし、働く 1 人 1 人の全てが守られますように。 

②コロナ前のように、皆が安心して礼拝堂に集い、一緒に公同礼拝を守り、一緒に食事を楽しむことが

できるように。 

③駐車場不足が解決されるように。 

 

ベウラ教会 

①礼拝説教者が祝福されますように 

②次期牧師が早く与えられますように 

③礼拝出席者が増えますように 

 

狭山教会 

平和の神の言葉に真摯に聴き、子どもとおとなとが共に「喜びの賛美を歌い、喜びの礼拝」をささげ

られますように。教会に集う仲間一人一人が地域に福音宣教を力強く伝えられますように。子どもたち

が教会に招かれますように。教会の高齢の方々が健やかにすごすことができますように。祈ります。 

 

熊谷教会 

関東教区の諸教会・伝道所の上に、主の御栄光が輝き、主の御名があがめられますように。求道者が

信仰告白や受洗へと導かれ、兄弟姉妹の信仰が強められ、子どもたちから高齢者まで、その教会生活が

健やかに守られ、諸課題・問題が豊かに解決されますように。 

 

行田教会 

小教会の伝道が守られ、豊かな実りを得ることができるように。 

高齢の方々の健康が守られるように。 

コロナ禍にあって、対面礼拝が守られるように。 

ホザナ幼稚園の新園舎建設計画が守られるように。 



愛泉教会 

社会福祉法人愛の泉の利用者や職員への伝道のさらなる前進。 

かつて教会と関係のあった人々が再び教会との関係を回復することができるように。 

法人運営に牧会に多忙の牧師の健康が守られるように。 

 

加須教会 

・求道者が受洗に導かれるように。子どもの集会が充実するように。 

・説教がわかりやすく、柔らかい印象と接し方であるように。 

・戦争のない平和な世界が来るように。皆が健康であるように。 

・教会に聖霊が豊かに働いて、それぞれの信仰が祝福されるように。 

 

菖蒲教会 

①開拓伝道を通して地域の中から求道者、信仰者が与えられますように。 

②当教会が創設した「あやめ保育園」の働きを通して福音宣教の業が前進しますように。 

③信仰の継承が実を結びますように。 

 

和戸教会 

・コロナ禍での礼拝は、休む事なく続けられた事に感謝。 

・聖餐式の回数を増やしていきたい。 

・行事が再開できるように。 

・教会員の高齢化を生かせるように。 

・教会学校が再開されますように。 

 

鴻巣教会 

新しい礼拝堂、および幼稚園舎の建築を進めています。教会と幼稚園の自己資金 7 千万円、公的補助

金約 1億円、りそな銀行と政策金融公庫から協調融資 1 億円を受け、合計 2 億 7 千万円の建築です。今、

後任牧師の招へい、牧師館購入の準備をしています。 

 

深谷教会 

今年の秋、保母光彦牧師が隠退されるため、主任牧師を法亢聖親牧師が引き継がれます。これからの

深谷教会のことを覚えお祈りくだされば幸いです。 

 

深谷西島教会 

①主日礼拝、CS、週日の諸集会が祝され埼玉県北に福音を伝えられるように。 

②担任教師の塚本望師に新しい任地が与えられるように。 

③竹内紹一郎牧師が兵庫教区の教会を兼務しています。深谷西島教会の後任主任教師が与えられ、兼務

奉仕を終了できるように。 

 

本庄教会 

キリストの愛に根差す「神の家族」として本庄の地域で福音の恵みを証しできますように。コロナ禍

にあっても、若い世代から年配の方まで、多くの方々が礼拝へ導かれますように。病院・施設・ご自宅

で療養中、自粛生活にある方々に神様の癒しと支えがありますように。 

 



本庄旭教会 

関東教区の諸教会・伝道所が主の豊かな御祝福と御恵みの内に導かれますように。当教会の教会堂・

牧師館の修繕・整備の必要が満たされますように。教師招聘のため、必要が満たされ、準備が進められ、

御心に適う方をお招きすることができますように。 

 

秩父教会 

伝道の一環であり 2021 年に始まりました読書会、映画会が祝福され、その会の中から信仰を持つ方々

が起こされますように。 

礼拝に参加している家族や若者のクリスチャン方が定着して教会員となりますように、お祈り下さい。 

 

北本教会 

高齢者が多く教会に来るのもサポートを必要とする人々が多くなってます。 

次の世代を担う若い世代、青年、子どもたちが集う教会となりますように。 

そのための教会の取り組むべき道が示されますように。 

 

羽生の森教会 

少人数で礼拝を守ってきましたが、コロナ禍になってからオンラインでの礼拝なども試みましたが、

それも難しく、現在は礼拝を守ることが出来ていません。そのため収入はゼロになり、購入した土地の

借金返済に大変苦慮しています。礼拝再開と借金返済が祈りの課題です。 

 

桶川伝道所 

①教勢：イエス・キリストを主と信じ救いの喜びを与えられた結果として喜びを伝道する教会へ 

②共に歩む教区・地区の教会の重荷を分かち合う:例｢ﾅﾙﾄﾞの壺献金運動｣等の担い手として献げる教会

へ 

③教職のバトンタッチ：埼玉地区が 31 年前に伝道をスタートし、桶川に日本基督教団の教会と祈って

建てられた。次の牧者にも引き継ぎたい。 

 

久喜復活伝道所 

病気や障がいを負う方々に、癒しと平安があるように。教会から離れている方が、つながるように。

子どもとの関わりを大切にできるように。会堂建築の備えができるように。伝道・証しするキリスト者

になるように。ウクライナ戦禍とコロナ禍に終息をと祈ります。 


