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     9月の予定 

 3日(金) 教育委員会 

       埼玉和光教会 6：30ｐｍ 

12日(日) 障教懇委員会(アーモンドの会) 

       和戸教会 4：00ｐｍ 

18日(土) ＣＳ教師研修会 

       埼玉和光教会 10：00ａｍ 

19日(日) 壮年部委員会 

       浦和東教会 2：30ｐｍ 

23日(木) 第10回障教懇(アーモンドの会) 

       和戸教会 10：00ａｍ 

26日(日) 桶川開拓伝道協力委員会 

       桶川伝道所 5：00ｐｍ 

28日(火) 地区委員会 

       埼玉新生教会 5：00ｐｍ 

【関東教区の主な予定】 

14日(火) 常置委員会 

19日(日)～20日(月) 社会活動協議会 

教会・教師の動き 

○8月15日、上尾合同教会・松谷好明牧師の担任教師

 就任式が行われました。 

 

○8月22日、加須教会・浦部牧子牧師の主任担任教師

 の就任式が行われました。 

 

報  告 

【各集会出席者数】 

・8／15 平和を求める8・15集会  

113名・31教会 

・8／17～19 中学生・ＫＫＳキャンプ 

           38名・13教会 

 

9月18日(土) ＣＳ教師研修会 

   時間 午前10：00～午後3：30 

   会場 埼玉和光教会 

   主題「子どもを取り巻く人間関係と教会学校の

使命」 

   講師 賀来周一先生（キリスト教カウンセリン

グセンター相談所長）

   会費 1,000円（含む昼食代）      

   申込 〒350-1317狭山市水野204-23森淑子宛 

      電話・ファックス 04-2957-2416 

   締切 9月13日(月) 

 【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036

 

9月23日(木・祭) 第10回障がいを負う人々と共に 

生きる教会を目指す懇談会(アーモンドの会) 

        ― 10年の歩みとこれから ― 

   時間 午前10：00～午後4：00 

   会場 和戸教会 

   主題 「障がいを負う人々と共に生きる教会」 

   講演 「障がいを負うこと」 

－聖書・教会・障がい者－ 

   講師 金子啓一先生（立教大学文学部・日本聖

書神学校教員） 

   会費 1,000円（含む昼食代）      

   主催 障がいを負う人々と共に生きる教会を 

目指す懇談会実行委員会 

   ▽『障害者』とは誰のことか？『障害』とは何

のことか？自明の理ではないはずの、この基

本的な事柄を、こころの現象に焦点をあて 

て、皆様と共に考えてみたいと思います。 

聖書は、どのように伝えてくれているのでし

ょうか。教会は、どのように受け止めている

のでしょうか。 

【問い合わせ】三羽善次(和戸教会) ☎0480-32-2112 

 

10月11日(月) 教会音楽講習会 

     － ルターの宗教改革とコラール － 

  ①「ルターの宗教改革とコラール」講演 

    講師 徳善義和先生(ルーテル学院大教授) 

    時間 午前10：00～12：00 

  ② ルターのコラールによるオルガン曲を学ぶ 

    講師 成田恵子先生(大宮教会オルガニスト) 

    時間 午後1：00～3：00 

   会場 大宮教会 

   参加費 1,000円(当日徴収) 

   持ち物 讃美歌21 (昼食は各自負担) 

   申込締切 9月30日 

  【申込先】長尾愛子(小川) ☎0493-72-4904 

   ▽会衆讃美歌の原点(コラール)について共に 

    学びましょう。皆様ご参加下さい！！ 

①、②どちらか一方の参加もできます。 

   

10月15日(金) 第２ブロック・もより婦人研修会 

   時間 午前10：00～12：30 

   会場 浦和東教会 

   講師 最上光宏牧師(浦和東) 

   【問い合わせ】浦和東教会 ☎048-882-4851 

 

10月28日(木) 第１ブロック・もより婦人研修会 

時間 午前10：00～12：30 

会場 西川口教会 

講師 永本慶子牧師、金田佐久子牧師(西川口) 

   【問い合わせ】西川口教会 ☎048-252-7036 

 

10月30日(土) 第７ブロック・もより婦人研修会 

   時間 午前10：00～12：00 

   会場 秩父教会 

   講師 鵜沼義民牧師(秩父) 

   【問い合わせ】秩父教会 ☎0494-22-2431 
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お知らせ・お願い 
【一般関係】 

✎ 東京聖書学校「公開講座」のお知らせ 

日時 9月9日(木)  ①聖書から見た美術 

             ②歴史から見た美術 

     9月10日(金) ③教会における美術 

        ④現代におけるクリスチャン美術 

     両日とも午前9：00～12：00 

会場 東京聖書学校(吉川教会) 

テーマ 《キリスト教美術を通しての伝道》 

講師 町田俊之先生 

  (バイブル・アンド・アートミニストリーズ代表)

受講料 一日につき1,000円(昼食代含む) 

申込 電話、ＦＡＸ、メールにて申込ください。

     ＴＥＬ：048-982-5064 

     ＦＡＸ：048-982-5094 

     Ｍａｉｌ： tbs@t-bs.com 

締切 9月2日(木) 

【問い合わせ】東京聖書学校 ℡048-982-5064 

 

 アジア教会婦人会議(ACWC)日本委員会一日研修会 

  日時 10月22日(金) 午前10：30～午後3：10

  会場 日本基督教団 富士見町教会 

  主題 「共に生きる喜び」 

～キリストに根ざして～ 

  聖書研究 尾崎マリ子牧師(久我山教会) 

  参加費 1,000円(昼食費含む) 

  申込締切 9月19日(日) 

 【問い合わせ】三川弘子(草加) ☎048-935-6258 

 

10月、11月の情報をお寄せ下さい。 

◎ＦＡＸ：048-979-1057 

◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

 【教区関係】 

 関東教区第34回「社会活動協議会」のお知らせ 

  日時 9月19日(日)午後5時～9月20日(月)正午

  会場 埼玉県勤労者福祉センター「ときわ会館」

  テーマ「北朝鮮と有事法制」 

  講師 森野善右衛門牧師(関東教区巡回牧師) 

        川村邦彦氏(新潟ＮＧＯ) 

【地区関係】 

 埼玉地区ハンドブック発行のお知らせ 

  埼玉地区ハンドブックが発行され、関東教区総会

会場で、各教会に2冊ずつ配布されました。 

各教会・伝道所の集会案内、地図、写真、埼玉地

区規則、伝道援助制度規定等の内規、などが掲載

されています。 

個人で購入する場合は、1冊500円になります。 

教会毎にまとめてお申込ください。 

お早めにお申込みください。 

  【申込】石塚寿男(地区会計・大宮)  

大宮教会 ☎048-641-6148 

【各個教会関係】 

 上尾合同教会「特別集会」のご案内 

『こどもさんびか改訂版』ＣＤ発売を記念して 

 【きいてみよう！歌ってみよう！使ってみよう！】

  日時 9月19日(日) 午後3：00～4：30 

  会場 上尾合同教会 

  講師 飯靖子・高浪晋一・塚本潤一先生 

     （教団讃美歌委員会） 

  【問い合わせ】教団出版局（上原）☎03-3204-0422

 

♬ 埼玉新生教会「特別集会」のご案内 

  日時 10月23日(土) 午前11時～12時30分 

会場 埼玉新生教会 

内容 クラシックコンサート 

  出演 チェリストの黄原亨司さんほか 

  ▽参加費無料。駐車場あります。 

【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

  浦和別所教会「特別集会」のご案内 

  ①教会創立70周年記念チャペルコンサート 

   日時 9月11日(土) 午後6：30開演 

   チェロ演奏 高群輝夫氏 

   ピアノ伴奏 長野綾子氏 

  ②教会創立70周年記念特別礼拝 

   日時 9月12日(日) 午前10：30～ 

   説教者 横山義孝牧師(東京新生教会) 

  ③特別伝道集会  

“知っていますか？イエス・キリストを” 

10月9日(土) 午後7：00～ 

10月10日(日) 午前10：30～ (伝道礼拝) 

講師 松岡広和牧師(のぞみ教会) 

   (元天台宗僧侶) 

   (「イエスに出会った僧侶」他著書) 

  会場 浦和別所教会 

【問い合わせ】浦和別所教会(山田) ☎048-861-4210 

 

♥ 熊谷教会「音楽伝道集会(ゴスペル)」のご案内 

  日時 10月24日(日)  

      礼拝 午前10：30～ 

      賛美 午後0：30～ 

  会場 熊谷教会 

  出演 ジョシュア佐々木＆ＪＭＭＳクワイア 

  ▽入場無料。ゴスペルで神を賛美しよう！ 

  【問い合わせ】熊谷教会 ☎048-521-6018 

 

 「献堂７周年記念オルガンコンサート」のご案内 

日時 10月27日(水) 午後1時～2時 

  会場 埼玉新生教会 

  ▽参加費無料。駐車場はありません。 

 【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

 

【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 
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