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10 月の予定

4 日(火) 第６ブロック・最寄り婦人研修会
志木教会 10：00ａｍ
11 日(火) 教育委員会
川口教会 6：30ｐｍ
14 日(金) 第２ブロック・最寄り婦人研修会
大宮教会 10：00ａｍ
16 日(日) 社会活動委員会・社会委員会
大宮教会 3：00ｐｍ
22 日(土) 第４ブロック・最寄り婦人研修会
日野原記念上尾栄光教会 1：00ｐｍ
23 日(日) 第１ブロック・最寄り婦人研修会
安行教会 2：00ｐｍ
ホームページ委員会
西川口教会 4：30ｐｍ
28 日(金) 第５ブロック・最寄り婦人研修会
飯能教会 10：00ａｍ
30 日(日) 災害対応について学ぶ会
埼玉新生教会 2：30ｐｍ

今月の集会案内等
10 月 30 日(日) 災害対応について学ぶ会
時間 午後 2：30〜5：00
会場 埼玉新生教会
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
▽地区として大事な集会ですので、出来れば各
教会から、少なくても牧師 1 名と役員 1 名は
ご参加下さるようご配慮願います。
【問い合わせ】最上光宏(浦和東) ☎048‑882‑4851
最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。

今月の集会案内等

来月の集会案内等

10 月 4 日(火) 第６ブロック・最寄り婦人研修会
時間 午前 10：00〜午後 2：00
会場 志木教会
講師 池田なおみ牧師(志木)
講演題目 「助けて下さるお方ゆえに」
【問い合わせ】志木教会 ☎048‑473‑0024

11 月 5 日(土) 第７ブロック・最寄り婦人研修会
時間 午前 10：00〜午後 1：00
会場 深谷教会
講師 中村裕子姉(深谷教会、オルガニスト)
講演題目「主題を受けて・教会の肢としての証」
【問い合わせ】深谷教会 ☎048‑571‑0592

10 月 14 日(金) 第２ブロック・最寄り婦人研修会
時間 午前 10：00〜午後 1：00
会場 大宮教会
講師 疋田勝子牧師(大宮)
講演題目「信仰によって将来に希望を」
【問い合わせ】大宮教会 ☎048‑641‑6148

11 月 19 日(土) 第３ブロック・最寄り婦人研修会
時間 午前 10：00〜午後 2：20
会場 草加教会
講師 谷脇正紀牧師(草加)
講演題目「教会の肢として明日の宣教を担う」
【問い合わせ】草加教会 ☎048‑942‑1029

10 月 22 日(土) 第４ブロック・最寄り婦人研修会
時間 午後 1：00〜4：00
会場 日野原記念上尾栄光教会
講師 ヨアヒム・クレーマン宣教師
講演題目 「クリスチャンと教室」
【問い合わせ】上尾栄光教会 ☎048‑772‑3471

11 月 23 日(水) ＣＳせいと大会
時間 午前 10：30〜午後 2：30 (受付 10 時)
会場 上尾合同教会(予定)
講師 小鮒實牧師(行田)
主催 教育委員会
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048‑252‑7036

11 月 27 日(日) 伝道と賛美の集い
時間 午後 3：00〜5：00
会場 緑聖教会・聖学院大学チャペル
テーマ 「平和への祈り ― 賛美する旅人 ―」
出演 聖学院大学オーケストラ有志
聖学院みどり幼稚園あすなろ会
(コーラス部)
説教 濱田辰雄牧師（緑聖）
10 月 28 日(金) 第５ブロック・最寄り婦人研修会
証し 寺島大祐兄(聖学院大学生)
時間 午前 10：30〜午後 2：00
主催 伝道委員会
会場 飯能教会
後援 聖学院大学キリスト教センター
講師 土橋誠牧師(飯能)
聖学院みどり幼稚園
講演題目 「ヘブル書について」
【問い合わせ】濱田辰雄(緑聖) ☎048‑664‑1234
【問い合わせ】飯能教会 ☎042‑972‑2511
http://www5b.biglobe.ne.jp/ saitama/
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10 月 23 日(日) 第１ブロック・最寄り婦人研修会
時間 午後 2：00〜4：30
会場 安行教会
講師 田中かおる牧師(安行)
講演題目「教会の肢として明日の宣教を担う」
【問い合わせ】安行教会 ☎048‑296‑4002
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お知らせ・お願い
【各個教会関係】
~ 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) 午後 2：00〜4：00
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
テーマ「礼拝を豊かに」
▽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。
地区諸教会のオルガニストまた礼拝音楽に
関心をお持ちの方や礼拝に参加しているす
べての人たち、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

♥ 浦和東教会 秋の伝道集会「チャペルコンサート」
日時 10 月 23 日(日) 午後 1：00 から
会場 浦和東教会
ゴスペルシンガー 山路ゆう子、矢野祐子
ギタリスト 飯泉昌宏
メッセージ 最上光宏(浦和東)
【問い合わせ】最上光宏(浦和東) ☎048‑882‑4851
* 吉川チャーチ・ゴスペルナイト(ＹＧＮ)のご案内
日時 10 月 29 日(土) 午後 6：30〜
会場 吉川教会
テーマ「愛につつまれて」
内容 ゴスペルコンサート
バンド、聖歌隊、メッセージ(神学生)等
▽参加費無料、申し込みも不要です。
どなたでもご参加ください。
集会後、ティータイムあります！
【問い合わせ】山口英希(YGN 委員会) ☎048‑982‑5064
 浦和別所教会「チャペルコンサート」のご案内
日時 10 月 29 日(土) 午後 6：30 から
（会場 6：00）
会場 浦和別所教会
ハープ演奏 奏楽：覚張京子氏他
【問い合わせ】山田称子(浦和別所) ☎048‑861‑4210

【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 16 日(日) 午後 3：00〜5：00
会場 大宮教会
講演 『日本人とキリスト教』
〜 人が神になる世界・神が人になる信仰 〜
講師 棚村重行先生(東京神学大学教授)
▽今年も神学校を覚える時季となりました。将来
の日本の伝道を考えるとき、神学校を支えるこ
とは、私達の緊急な課題です。御出席ください。
【問い合わせ】大島健一(大宮) ☎048‑641‑6148
{ 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

教会・教師の動き

 初雁教会「チャペルコンサート」のご案内
○ 9 月 25 日、坂戸いずみ教会の献堂式が行われまし
日時 10 月 16 日(日) 午後 2：00〜3：30
た。185 名・43 教会のご出席がありました。
会場 初雁教会
○ 和戸教会は、2000 年 12 月に献堂しました新会堂の
内容 弦楽四重奏 ブーケ・デ・ムジークの演奏
a
西川口教会「教会創立
55
周年記念礼拝」のご案内
教会債が 9 月をもって完済いたしました。これ迄
▽初雁教会恒例のコンサート、入場は無料です。
諸教会の御献金とお祈りに改めて感謝して御報告
日時 11 月 13 日(日)
喫茶(コイノニア)でのお茶を楽しみながらお
致します。
会場 西川口教会
聴き下さい。
賛美礼拝
午前
9：30〜10：10
当日は川越祭りの為、なるべく電車をご利用下
報
告
一般礼拝 午前 10：30〜11：45
さい。
講師 横山義孝師（東京新生教会）
【各集会参加者数】
【問い合わせ】小林浩(初雁) ℡049‑266‑0103
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048‑252‑7036
・9／18 青年の集い
12 名・9 教会
初雁教会 ℡049‑224‑7594
≪11
月､12
月の情報をお寄せください≫
・9／19
教会音楽講習会
34
名・19 教会
【郵便振込先口座番号】
◎ＦＡＸ：048‑979‑1057
・9／23 第 11 回アーモンドの会 67 名・21 教会
名
称 日本基督教団 埼玉地区
◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp
・9／23 壮年部主催「修養会」
31 名・11 教会
口座番号 ００１３０−２−４１３１２７
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

