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     10月の予定 

 4日(月) 伝道委員会 

       東大宮教会 6：30ｐｍ 

 5日(火) 教育委員会 

       川口教会 6：30ｐｍ 

17日(日) 社会活動委員会・社会委員会 

       大宮教会 3：00ｐｍ 

     アーモンドの会委員会 

       埼玉和光教会 4：00ｐｍ  

     ホームページ委員会 

       埼玉新生教会 4：00ｐｍ 

24日(日) 川上清樹牧師担任教師就任式 

       本庄旭教会 3：00ｐｍ 

【その他予定】 

26日(火)～28日(木) 教団総会 

今月の集会案内 

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 

   ▽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。 

  【申込先】長尾愛子(小川) ☎0493-72-4904 

 

11月13日(土) 伝道と讃美の集い 

   時間 午後2：00～4：00 

   会場 北本農協本館３階ホール 

出演者 久米さゆり 

主催 伝道委員会 

【問い合わせ】山ノ下恭二(東大宮) ☎048-684-5323 

 

もより婦人研修会 

第1ブロック 10月28日(木) 午前10：00～12：30

会場 西川口教会  

講師 金田佐久子・永本慶子牧師 

【問い合わせ】西川口教会 ☎048-252-7036 

第2ブロック 10月15日(金)  午前10：00～12：30

       会場 浦和東教会 

       講師 最上光宏牧師 

【問い合わせ】浦和東教会 ☎048-882-4851 

第3ブロック 11月13日(土) 午前10：00～14：00

       会場 シャロンのばら伝道所 

       開会礼拝 鈴木一義牧師 

       主題講演 松井愛美牧師 

【問い合わせ】シャロンのばら ☎048-978-4188

第4ブロック 10月23日(土)  午前10：00～16：00

       会場 上尾合同教会 

       講師 松谷好明牧師 

【問い合わせ】上尾合同教会 ☎048-771-6549

第5ブロック 未定。当番教会は武蔵豊岡教会の予定

第6ブロック 10月1日(金) 午前10：00～14：30 

       会場 埼玉和光教会 

       講師 三浦修牧師 

【問い合わせ】埼玉和光教会 ☎048-461-2177

第7ブロック 10月30日(土) 午前10：00～12：00

       会場 秩父教会 

       講師 鵜沼義民牧師 

【問い合わせ】秩父教会 ☎0494-22-2431

 

【地区関係】 

☯ 最寄り３区「新年合同礼拝準備会」のお知らせ  

日時 10月3日(日) 午後5：00から 

会場 和戸教会 

▽最寄り３区の教師、信徒の皆様ご出席下さい。 

【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 

【教区関係】 

 関東教区婦人会連合第28回研修会のご案内 

  日時 11月19日(金) 午前10：30～午後3：00 

  会場 大宮教会 

  講師 辻哲子牧師(元静岡草深教会) 

  参加費 1,000円(昼食代他) 当日集金 

  締切 10月13日(水)までに各教会の参加人数を 

     お知らせ下さい。 

  【問い合わせ】三川弘子(草加) ☎048-935-6258 

 

【一般関係】 

 東京神学大学埼玉地区後援会主催「講演会」 

日時 10月17日(日) 午後3：00～5：00 

会場 大宮教会 

講演 「教会教育の聖書的根拠」 

講師 トマス・Ｊ・ヘイスティングス先生 

※講演会後に後援会の報告があります。 

【問い合わせ】工藤武(熊谷) ℡0485-23-5592 

 

 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) 

 【問い合わせ】三川弘子(草加) ☎048-935-6258 
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お知らせ・お願い 
【各個教会関係と一般関係】 

 浦和別所教会「特別伝道集会＆礼拝」のご案内 

 “知っていますか？イエス・キリストを” 

   10月9日(土) 午後7：00～  (伝道集会) 

   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)

会場 浦和別所教会 

【問い合わせ】浦和別所教会(山田) ☎048-861-4210

 

 上尾合同教会「特別伝道礼拝及び集会」  

日時 10月17日(日)  

特別伝道礼拝 午前10：15～11：40 

   特別伝道集会 午後1：00～2：00（予定） 

会場 上尾合同教会 

説教者 信田智先生 

（敬和学園高等学校のぞみ寮寮長） 

【問い合わせ】上尾合同教会 ℡048-771-6549 

 

 所沢武蔵野教会「バザー」のお知らせ  

日時 10月17日(日) 午後12：30から 

会場 所沢武蔵野教会 

▽例年通り、献品衣料のほかに餅つき、お汁粉、

おでん、カレーライスなどあります。 

【問い合わせ】所沢武蔵野教会 ℡04-2926-8225 

 

♬ 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 

  志木教会「特別伝道礼拝＆ゴスペルコンサート」 

①特別伝道礼拝 「人間とは何者なのでしょう」 

日時 10月24日(日) 午前10：15～ 

講師 小坂忠牧師 

（日本フォースクエア福音教団秋津福音教会）

会場 志木教会 

②ゴスペルコンサート 

日時 10月24日(日) 午後1：30開場 2時開演

出演 小坂忠牧師 

会場 志木市民会館パルシティー204号室 

▽入場無料 

【問い合わせ】志木教会 Tel048-473-0024 

 

 初雁教会「讃美礼拝＆チャペルコンサート」 

日時 10月24日(日) 

①讃美礼拝      午前10：30～12：00 

②チャペルコンサート 午後2：00～3：30 

会場 初雁教会 

演奏 弦楽四重奏 ブーケ・デ・ムジーク 

      ヴァイオリン：加藤結子、桜井由美子 

      ヴィオラ：張本裕美 チェロ：小野道夫

▽初雁教会恒例のコンサート、入場は無料です。

    コンサートの後には、2階で喫茶サービスがあ 

ります。どうぞお気軽にお立ち寄り下さい。 

 【問い合わせ】初雁教会 ☎049-224-7594 

 

☺ 三芳教会「特別伝道集会」のご案内 

  日時 10月24日(日) 

  ①特別伝道礼拝 午前10：30～12：00 

      「人生を変える、たった一つの言葉」 

  ②音楽集会   午後1：30～3：00 

  会場 三芳教会 

  講師 塚本潤一牧師(高崎教会) 

           (キリスト教音楽講習会講師)

  ▽入場無料、どなたでもご参加ください。 

 【問い合わせ】柿本俊子(三芳) ☎049-258-0343 

 ♥ 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)  

  ①礼拝 午前10：30～ ②賛美 午後1：00～ 

  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 

 

✎ 所沢みくに教会「秋の伝道礼拝」のご案内  

日時 10月24日（日） 午前10：30 

会場 所沢みくに教会 

内容 信徒伝道週間さんびと証の礼拝 

証しと賛美をして下さる方 長尾愛子姉(小川) 

（オルガニスト、礼拝と音楽を学ぶ会委員） 

【問い合わせ】所沢みくに教会 ℡04-2929-0682 

 

 浦和東教会「秋の伝道集会」のご案内 

  日時 10月24日(日) 

  ①伝道礼拝 午前10：30～ ②講演 午後1：00～ 

  会場 浦和東教会 

  講師 平山正実氏(精神科医、東洋英和大教授) 

  「家族の癒し」－今、子どもとどう向き合うか－ 

 【問い合わせ】最上光宏(浦和東) ☎048-882-4851 

 

 「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 

 

 吉川チャーチ・ゴスペルナイト(ＹＧＮ)のご案内  

日時 10月30日(土) 午後6：30から 

会場 吉川教会 

▽参加費は無料です。 

どなたでもご参加ください。 

【問い合わせ】山口英希 ☎048-982-5064 
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