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11 月の予定

2 日(火) 教師委員会
大宮教会 10：00ａｍ
3 日(水) ＣＳせいと大会
森林公園 10：00ａｍ
8 日(月) ２区最寄り教師会
坂戸いずみ教会 10：00ａｍ
13 日(土) 第３ブロック・もより婦人研修会
シャロンのばら伝道所
13 日(土) 伝道と賛美の集い
ＪＡ北本本所３階ホール
14 日(日) 西海満希子牧師主任担任教師就任式
吉川教会 2：00ｐｍ
16 日(火) ３区最寄り教師会
北川辺伝道所 10：30ａｍ
地区委員会
大宮教会 5：00ａｍ
21 日(日) 壮年部委員会
埼玉和光教会 2：30ｐｍ
桶川開拓伝道協力委員会
桶川伝道所 5：00ｐｍ
22 日(月) １区最寄り教師会
埼大通り教会 10：30ａｍ
23 日(火) 聖学院大学・緑聖教会 新チャペル献堂式
聖学院大学・緑聖教会 10：00ａｍ
【関東教区の主な予定】
27 日(土) 秋季按手礼准允式

報 告
【各集会参加者数】
・ＣＳ教師研修会 (9／18)
76 名・24 教会
・第 10 回アーモンドの会 (9／23) 69 名・20 教会
・教会音楽講習会 (10／11)
63 名・21 教会
最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。

今月の集会案内
11 月 3 日(水・祝) ＣＳせいと大会 (教育委員会主催)
時間 午前 10：00〜午後 3：00
会場 森林公園
主催 教育委員会
【問い合わせ】森淑子(狭山) ☎04‑2957‑2416
11 月 13 日(土) 伝道と賛美の集い (伝道委員会主催)
時間 午後 2：00〜4：00
会場 ＪＡ北本市本所３階ホール
出演者 久米小百合
【問い合わせ】山ノ下恭二(東大宮) ☎048‑684‑5323
11 月 13 日(土) 第３ブロック・もより婦人研修会
時間 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
11 月 14 日(日) 西海満希子牧師主任担任教師就任式
時間 午後 2：00 から
会場 吉川教会
【問い合わせ】吉川教会 ☎048‑982‑5064

お知らせ・お願い
【地区関係】
 ３区最寄り教師会のご案内
日時 11 月 16 日(火) 午前 10：30 から
会場 北川辺伝道所
礼拝 柳下 仁教師
発題 藤崎 信教師
▽出欠を柳下先生までご連絡ください。
【問い合わせ】柳下仁(北川辺) ☎03‑5813‑3680
 2 区最寄り教師会のご案内
日時 11 月 8 日（月）午前 10：00 から
会場 坂戸いずみ教会
▽２区新年合同礼拝の件について協議します。
出欠をご連絡ください。
【連絡先】山岡創(坂戸いずみ) ☎049‑283‑0330
【各個教会関係】
a 和戸教会「特別伝道集会」のご案内
日時 11 月 7 日(日) 午前 10：30〜
会場 和戸教会
説教 「よく見えるようになるために」
説教者 阿久戸光晴先生(聖学院大学学長)
【問い合わせ】三羽善次(和戸) ☎0480‑32‑2112

11 月 23 日(火) 聖学院大学・緑聖教会
「新チャペル献堂式」
東所沢教会「秋の特別礼拝と講演会」のご案内
時間 午前 11：00 から
日時 11 月 28 日(日)
会場 聖学院大学・緑聖教会
会場 東所沢教会
11 月 24 日(水)
①特別礼拝 午前 10：30〜12：00
午後 1：30〜3：00 速水優先生講演会
「ことばの回復」
午後 3：30〜4：30 新チャペル見学ツァー
②講演会
午後 1：30〜3：00
午後 4：40〜5：20 クリスマスツリー点火祭
「旅人として」
午後 5：30〜7：00 新チャペル見学ツァー
説教者 金 櫻(キム・ヨン)牧師
緑聖教会ミニバザー
【問い合わせ】深見祥弘(東所沢) ☎04‑2945‑5169
【問い合わせ】濱田辰雄(緑聖) ☎048‑664‑1234
http://www5b.biglobe.ne.jp/ saitama/
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お知らせ・お願い
 埼玉和光教会からのお知らせ
①「第９回 こひつじコンサート」
日時 11 月 16 日(火) 午前 10：30 から
ゲスト 岩渕まこと（シンガーソングライター）
会場
埼玉和光教会礼拝堂
▽入場無料
【問い合わせ】小羊幼稚園 ☎048‑463‑3174
②「特別伝道礼拝」
日時 11 月 28 日(日) 午前 10：30 から
会場 埼玉和光教会
題 「同じ悲しみと喜びの中で」
説教者 船戸良隆先生
（アジアキリスト教教育基金事務局長）
③「教育講演会」
日時 11 月 28 日(日) 午後 1：30
会場 埼玉和光教会
題 「世界の子どもと手をつなごう」
副題 バングラデシュの子どもたちは今
講師 船戸良隆先生
（アジアキリスト教教育基金事務局長）
【問い合わせ】埼玉和光教会 ☎048‑461‑2177
{ 上尾合同教会・上尾富士見幼稚園共催バザー
日時 11 月 3 日(水) 午前 11：00〜午後 2：00
会場 上尾合同教会
【問い合わせ】上尾合同教会 ☎048‑771‑6549
± 越谷教会・越谷幼稚園共催バザー
日時 11 月 3 日(水) 午前 10：00 から
会場 越谷教会
【問い合わせ】越谷教会 ☎048‑962‑2743

☺ 桶川伝道所「チェロ、弦楽チャリティコンサ−ト」
ジーザス ラヴス ミ−
日時 12 月 18 日(土) 午後 6：00
会場 桶川伝道所
出演 黄原亮司
（東京交響楽団副主席チェリスト）
アンサンブルサンクチュェ‑ル
（地元の弦楽団）
ジュニア弦楽奏（黄原 暁他）
曲目 サパテァアード、中国の太鼓、チェロソナ
タ、冬のソナタ他、弦楽奏、チェロ独奏
声楽など
チケット 大人 1100 円、小学生 600 円(茶菓付）
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048‑787‑5921
【関東教区関係】
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
【問い合わせ】三川弘子(草加) ☎048‑935‑6258

「青年部の集い」の報告
9 月 26 日（日）午後 4 時〜8 時、川越教会で青年部
の集いが行なわれました。11 教会／24 名（青年 21、
牧師３）が出席。小礼拝と青年部の経緯報告、また各
教会の青年活動の報告を分かち合い、その後、夕食を
共にしました。
ここ数年、青年部の復興が課題でしたが、地区青年
の灯はまだまだ消えていないと、明るい希望を感じま
した。これからもどうぞ覚えてお祈りください。
各教会伝道所の青年の皆様、御言葉の分かち合いと
情報交換、交わりの場に、ぜひご参加ください。
坂戸いずみ教会牧師・山岡創

新潟中越地震情報
（10 月 24 日夜 10 時時点）
23 日夕方に起こった大地震により新潟県中越地域
で大きな被害が出ています。現在分かっている中越地
域の教会の状況を簡単にお伝えします。
＊十日町教会 教会本体のダメージは少ない模様。た
だし、備品等の散乱、被害は大きく、
また木造の牧師館はドアが閉まらな
い等のゆがみが出ている由。
24 日の礼拝は誰も集まることができ
なかったとのこと。水の供給が止まっ
ている。新井先生家族は、戸外で宿泊
されています。
＊小出教会
教会、保育園共に壁に亀裂が入ったと
の由。保育園は現在、避難所として提
供されているとのことです。
＊栃尾教会、見附教会、柏崎伝道所等で、備品の散乱、
被害が出ています。
★詳しい情報は、関東教区社会委員会ホームページの
掲示板をご覧ください。
http://kantoukyouku.cool.ne.jp/social/index.html
中越で被災した教会と人々のためにお祈り下さい。
山岡創（坂戸いずみ教会牧師、サマリタン世話人）

教会・教師の動き
○ 10 月 24 日、本庄旭教会・川上清樹牧師担任教師
就任式が行われました。
○ 埼大通り教会は、10 月 17 日（日）より、新会堂
礼拝、諸集会を持つ運びになりました。
○ 岩槻教会、小川教会、坂戸いずみ教会の会堂建築
が進んでいます。
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