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11 月の予定

5 日(土) 第７ブロック・最寄り婦人研修会
深谷教会 10：00ａｍ
7 日(月) １区教師会
埼玉新生教会 10：30ａｍ
8 日(火) 教師委員会
大宮教会 10：00ａｍ
15 日(火) 地区委員会
浦和東教会 5：00ｐｍ
19 日(土) 第３ブロック・最寄り婦人研修会
草加教会 10：00ａｍ
20 日(日) 壮年部委員会
初雁教会 2：30ｐｍ
桶川開拓伝道協力委員会
桶川伝道所 6：00ｐｍ
23 日(水) ＣＳせいと大会
上尾合同教会 10：30ａｍ
26 日(土) 婦人部委員会
岩槻教会 10：00ａｍ
27 日(日) 伝道と賛美の集い
緑聖教会・聖学院大学チャペル 3：00
【関東教区の主な予定】
26 日(土) 秋季按手礼准允式
大宮教会

報

告

【各集会参加者数】
・9／18 中学生・ＫＫＳキャンプ思い出会
18 名・7 教会
≪12 月､1 月の情報をお寄せください≫
◎ＦＡＸ：048‑979‑1057
◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp
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

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

12 月 26 日(月) 中学生・ＫＫＳクリスマス会
時間 午後 1：30〜3：30
会場 坂戸いずみ教会
説教 山岡創牧師（坂戸いずみ）
内容 礼拝と祝会
▽クリスマスの喜びを共に味わいましょう。
会堂見学もさせていただく予定です。
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048‑252‑7036

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
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
講師 小鮒實牧師(行田)
主催 教育委員会
【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048‑251‑6039

お知らせ・お願い
【関東教区関係】
~ 関東教区五地区青年のつどい
日時 11 月 4 日(金) 午後 8：00〜
11 月 5 日(土) 午後 3：00
会場 高崎教会
▽埼玉・新潟・栃木・茨城・群馬地区の青年（自
称も含む）が、高崎に集い、御言葉に触れ、語
らいと交わりとのひとときを過ごします。
毎年、有意義で楽しい会になってます。是非、
ご参加ください。
【問い合わせ】高崎教会のメールアドレス
takasaki̲kyokai@yahoo.co.jp

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
☺ 靖国神社・千鳥ケ淵フィールドワーク
テーマ 「平和への祈り ― 賛美する旅人 ―」
日時 11 月 17 日(木) 午前 10：00〜午後 3：30
出演 聖学院大学オーケストラ有志
集合場所 日本キリスト教団九段教会
聖学院みどり幼稚園あすなろ会
講師・案内者 西川重則さん
説教 濱田辰雄牧師（緑聖）
(日本基督改革派教会員)
証し 寺島大祐兄(聖学院大学生)
参加費 800 円 （昼食は各自用意）
主催 伝道委員会
申込締切 11 月 6 日(日)
後援 聖学院大学キリスト教センター
主催 教区靖国・天皇制問題委員会
聖学院みどり幼稚園
共催 埼玉地区社会委員会
▽駐車場もあります。是非ご参加ください。
【問い合わせ・申込】深見祥弘(東所沢)
【問い合わせ】濱田辰雄(緑聖) ☎048‑664‑1234
℡・Fax04‑2945‑5169
http://www5b.biglobe.ne.jp/ saitama/
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お知らせ・お願い
【地区関係】
「災害対応について学ぶ会」に御出席ください
日時 10 月 30 日(日) 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
【各個教会関係】
{ 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(木) 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・越谷幼稚園バザー
日時 11 月 3 日(木) 午前 10：00 から
会場 越谷教会
【問い合わせ】越谷教会 ☎048‑962‑2743

 西川口教会「教会創立 55 周年記念礼拝」のご案内
日時 11 月 13 日(日)
会場 西川口教会
賛美礼拝 午前 9：30〜10：10
一般礼拝 午前 10：30〜11：45
講師 横山義孝師（東京新生教会）
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048‑252‑703
* 埼玉新生教会「ＰＦクリスマスコンサート」
日時 11 月 19 日(土) 午後 2：00〜4：00
会場 埼玉新生教会
▽幼稚科から高校科までのメンバーによるさん
びとクリスマスページェントです。中高科やお
父さんたちのバンドも登場します。
毎週８０人ほどの子どもたちが礼拝をしてい
ます。子どもたちの元気あふれるさんびを聴き
に来てください。今年のテーマは「He is alive」
です。ＣＳの教師たちにぜひ来て、見ていただ
きたいです。参加費無料です。駐車できます。
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048‑852‑1379
{ 三芳教会バザーのご案内
日時 11 月 23 日(水) 午前 11：00〜午後 2：00
会場 三芳教会
▽手作り品や日用品、軽食などをご用意しており
ます。お時間がありましたら、ぜひお寄りくだ
さい。教会員一同お待ちしております。
【問い合わせ】柿本俊子(三芳) ☎049‑258‑0344
東所沢アカデミーのご案内
日時 11 月 27 日(日) 午後 1：30 から
会場 東所沢教会
講演 「子どもはおとなのパートナー」
講師 坪井節子さん(弁護士・弓町本郷教会員)
▽入場無料
【問い合わせ】深見祥弘(東所沢) ☎04‑2945‑5169

 桶川伝道所・伝道所債返済のための
チャリティー・チェロ・コンサートのご案内
日時 12 月 18 日(日) 午後 6：30 から
会場 桶川伝道所
出演 黄原亮司(チェロ)
(東京交響楽団副主席チェリスト)
深谷ひさ子(ピアノ、桶川在住)
ラルゴ、中国のたいこ、チェルダッシュ他
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048‑787‑5921
【一般関係】
a 県南四市「クリスマスの夕べ」のご案内
日時 12 月 2 日(金) 午後 6：30 から
会場 川口総合文化会館「リリア」音楽ホール
メッセージ 戸村甚栄先生（蕨キリストの教会）
司会 明石愛先生（蕨福音自由教会）
特別賛美 ゴスペルクワイヤー
（東川口福音自由教会）
▽入場無料。どなたもおいでください。
川口・鳩ヶ谷・蕨・戸田市内の教会が超教派で
協力して行います。
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048‑252‑703

教会・教師の動き
○ 10 月 4 日、埼玉地区壮年部委員長の工藤武兄が
逝去され、6 日・7 日、熊谷教会にて葬儀が行わ
れました。
○ 体調がくずし、闘病中の牧師が多くおられます。
お祈り下さい。
・ 藤波良也牧師(毛呂)
・ 森 淑子牧師(狭山)
・ 千葉 厳牧師(上尾栄光)
・ 齋藤康彦牧師(本庄旭)
・ 鈴木一義牧師(シャロンのばら)
・ 風間直次郎牧師(七里)

 埼玉新生教会献堂 8 周年記念オルガンコンサート
日時 11 月 12 日(土) 午後 2：00〜3：30
会場 埼玉新生教会
オルガニスト 浜裕子さん
(衣笠教会オルガニスト)
▽参加費無料です。駐車できます。
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048‑852‑1379
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