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     9月の予定 

11日(日) アーモンドの会委員会 

       和戸教会 4：00ｐｍ 

13日(火) 教育委員会 

       浦和東教会 6：30ｐｍ 

17日(土) 婦人部委員会 

       岩槻教会 10：00ａｍ 

18日(日) 中学生・ＫＫＳキャンプ思い出会 

       埼玉和光教会 2：00ｐｍ 

桶川開拓伝道協力委員会 

       桶川伝道所 6：00ｐｍ 

19日(月) 教会音楽講習会 

       大宮教会 1：00ｐｍ 

23日(金) 第11回アーモンドの会 

       本庄教会 10：00ａｍ 

23日(金) 壮年部主催「修養会」 

       大宮市民会館 10：00ａｍ 

25日(日) 坂戸いずみ教会献堂式 

       坂戸いずみ教会 2：30ｐｍ 

25日(日) 壮年部委員会 

       春日部教会 2：30ｐｍ 

26日(月) 伝道委員会 

       緑聖教会 6：30ｐｍ 

27日(火) 地区委員会 

       大宮教会 5：00ｐｍ 

報  告 

【各集会参加者数】 

・8／2～4  教会全体修養会 107名 

・8／15～17 中学生・ＫＫＳ・青年夏期キャンプ 

               37名・16教会 

・8／15 平和を求める8・15集会 

       132名、教団36教会・他教派4教会 

 

9月18日(日) 中学生・ＫＫＳキャンプ思い出会 

   時間 午後2：00～4：00 

   会場 埼玉和光教会 (2階集会室) 

   【問い合わせ】滝川英子(七里) ☎048-685-7354

 

9月19日(月・祝) 教会音楽講習会 

   時間 午後1：00～4：00 

   会場 大宮教会 

   テーマ 「より良い讃美歌伴奏のために」 

   講師 成田惠子先生(大宮教会オルガニスト) 

   会費 一人 1,000円 

   【問い合わせ】長尾愛子(小川) ☎090-6125-3479

 

9月23日(金・祝) 第11回アーモンドの会 

   時間 午前10：00～午後3：30 

   会場 本庄教会 

       ※駅前に送迎車あり利用できます。 

   講師 渋沢久氏（本庄教会員） 

     （全国キリスト教障害者団体協議会会長）

   主題 「歩く教会、出会う教会になるために」

   参加費 一人 1,000円（昼食代を含む） 

   証し 佐竹いく子さん（草加教会員） 

   ▽アーモンドの会の正式名称は「障がいを負う

人々と共に生きる教会を目指す懇談会」 

   【問い合わせ】桜井義也(所沢みくに)  

     ☎042-929-0682 又は ☎048-524-4914 

 

9月23日(金・祝) 壮年部主催「修養会」 

   時間 午前10：00～午後3：00 

   会場 大宮市民会館(大宮教会裏) 

   講師 疋田国麿呂牧師(大宮) 

   テーマ 「共に学び、考えよう 教会の成長」

   ▽壮年、婦人、青年の皆様のご参加を！ 

   【問い合わせ】工藤武(熊谷) ☎048-523-5592 

 9月25日(日) 坂戸いずみ教会献堂式 

   時間 午後2：30 

   会場 坂戸いずみ教会 

  【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330 

 

来月の集会案内等 

10月30日(日) 災害対応について学ぶ研修会 

   時間 午後2：30～4：30 

   会場 大宮教会 

   テーマ 「災害に備え支えあう教会」 

   講師 塚本潤一牧師(高崎教会) 

      （関東教区「中越地震」被災教会被災地 
       支援委員会主事） 
   主催 地区委員会 

   ▽講師の塚本先生は、阪神淡路大震災を経験さ 

れました。災害時の対応について共に学びた 

いと思います。なお、新潟中越地震の被害地 

の写真もスライドで見る予定です。 

多くの方のご参加を期待します。 

  【問い合わせ】最上光宏(浦和東) ☎048-882-4851 

 

最寄り婦人研修会 

  10月から11月にかけて7ブロックに分けて 

  最寄り婦人研修会を開催します。 

  詳細は、まだ未決定ですが、今年度の当番教会 

  は次の通りです。どうぞご参加ください。 

  １ブロック 安行教会  6 (教会・伝道所) 

  ２  〃  大宮教会  6 

  ３  〃  草加教会 11 

  ４  〃  日野原記念上尾栄光教会 9 

  ５  〃  飯能教会  8 

  ６  〃  志木教会 11 

  ７  〃  深谷教会  8 

  【問い合わせ】松浦就子(岩槻) ☎048-757-6733 
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お知らせ・お願い 
【各個教会関係】 

 熊谷教会設立120周年記念集会のご案内  

〝三浦光世氏と共に〟 

日時 9月10日(土) 午後2：30～ 映画と講演 

     9月11日(日) 午前10：30～ 礼拝と証し 

会場 熊谷教会 

▽入場無料、但し駐車場はありません。 

【問い合わせ】中谷清(熊谷)  ☎048-521-6018 

 

 武蔵豊岡教会「伝道集会」のご案内  

①ゴスペルコンサート 

  日時 9月17日(土) 午後2：00 (開場午後1：30)

②ゴスペルワークショップ 

  日時 9月15日(木)と9月16日(金)  

午後7：20～9：00 

  会場 武蔵豊岡教会 

  出演 THE SOWERS（ザ ソワーズ） 

       (歌：倉橋宇多子 ピアノ：宗田光悦）

  メッセージ 疋田國磨呂牧師  

【問い合わせ】花房  

(午後5時以降 ☎04-2963-2068)

 

 埼玉新生教会「クラシック・チャーチ・コンサー」

  日時 9月17日(土) 午後2：00から 

  会場 埼玉新生教会 

  ゲスト ヴァイオリニスト ジョン・チャヌさん

       (ピアノとの競演です) 

 【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379

 

各個教会の情報もお寄せください。(20日締切) 

◎ＦＡＸ：048-979-1057 

◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

  埼玉新生教会「オルガニストのための講習会」 

  日時 10月15日(土) 

  会場 埼玉新生教会 

  ゲスト 今橋 朗先生（蒔田教会牧師） 

  費用 1,000円 

  ▽オルガニストの心得から、教会暦にあわせた奏

楽について、オルガンに関して知っておくべき

事柄についてお教えいただきます。 

   礼拝での奉仕について、困っていたり、心配を

抱えているオルガニストは大歓迎です。当教会

のオルガニストたちと一緒に学びましょう。 

【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379

 

【一般関係】 

 アジア教会婦人会議(ＡＣＷＣ)日本委員会一日 

  修養会のご案内 

  日時 10月21日(金) 午前10：30～午後3：00 

  会場 日本キリスト教団 富士見町教会 

  主題 「キリストにある希望 

        ～信仰の遺産をうけつぎつつ～」 

  聖書研究 坂元幸子牧師 

(日本バプテスト連盟 泉バプテスト教会) 

  【問い合わせ】松浦就子(岩槻) ☎048-757-6733 

報告：ＫＫＳキャンプ 

８月１５日（月）～１７日（水)、関東教区施設・向

山荘（新潟・妙高高原）にて、埼玉地区中学生・KKS・
青年夏期キャンプが開催されました。 
 今年のキャンプのテーマは「教会―わたしにとって

教会とは―」、主題聖句はコリントの信徒への手紙 一 
１２章１２～１７節。講師は、森淑子牧師（狭山伝道

所）と、賛美担当として長尾愛子さん（小川教会）で

した。 
参加者は３７人（内訳：小学生２、中学生１２、高

校生６、青年２、引率５、スタッフ・講師１０）で、

１６教会からの参加でした。 

  一日目は、森淑子先生による開会礼拝。この日は８

月１５日です。平和を願い求めつつメッセージを聞き

ました。続いてグループワークです。今回のキャンプ

はお話をきくのではなく、参加型グループワークをと

おして、互いに語り聴き、造り上げていくキャンプで

す。カードを２枚渡されて、①教会はこんなところ 

②こんな教会になって欲しい、以上二点につき自分の

意見を書きます。なかなか面白い意見が出ました。そ

の後「積荷をおろせ」というワークに取り掛かりまし

た。  
夜は、キャンプファイヤーの予定でしたが、雨で延

期。賛美担当の長尾愛子さんのリードでたくさんの賛

美をささげ、KKS リーダーのレクリエーションで、

みんなで知り合う楽しいゲームのひとときを過ごし

ました。 
二日目は、まず、小グループごとに担当準備した早

天礼拝をささげました。今にも雨が降りそうな曇り空

でしたが、ハイキングにでかけました。今回は、小一

時間ほど歩いたところにあるブルーベリー園で、ブル

ーベリー摘みを楽しみました。雨が降ってきたので、

向山荘に戻りました。午後は、グループワークの続き

です。ワークのまとめと発表をしました。一人ひとり

大切にしているもの、価値観の違いを知ることができ

ました。次に、今回のテーマである「教会」を表現し

てみようと、①フィンガーペインティング ②平面

図、③替え歌、の３グループに分かれて、制作を始め

ました。夜は、バーベキュー、そして、キャンプファ

イヤーでは賛美と恵みの分かち合いをしました。 
三日目の朝も早天礼拝をささげました。森先生のリ

ードで、グループ制作の発表をしました。感想文を書

き、閉会礼拝、全館掃除をして、向山荘を後にしまし

た。 
９月中に感想文集を作成し、参加者と地区内各教会

に配布予定です。ぜひご覧ください。 
      金田佐久子(西川口教会、教育委員会) 

(埼玉地区ホームページの行事報告より抜粋) 
ご意見ご要望もお寄せください｡ FAX:048-979-1057  E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 


