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    9月の予定 

 1日(金) 教育委員会 

       西川口教会 6：30ｐｍ 

 4日(月) 伝道委員会 

       緑聖教会 6：30ｐｍ 

 8日(金) 災害対応委員会 

       大宮教会 5：00ｐｍ 

 9日(土) ＣＳ教師研修会 

       埼玉新生教会 9：30ａｍ 

10日(日) アーモンドの会 

       埼玉和光教会 4：00ｐｍ 

11日(月) 1区教師会 

       川口教会 10：30ｐｍ 

19日(火) 地区委員会 

       大宮教会 5：00ｐｍ 

23日(土) 第12回アーモンドの会 

       埼玉和光教会 10：00ａｍ 

24日(日) 壮年部委員会 

       春日部教会 2：30ｐｍ 

【教区関係】 

30日(土) 書記・会計役員研修会 

       大宮教会 1：00ｐｍ 

教会・教師の動き 

○ 7月30日、日野原記念上尾栄光教会、山野忠男・

  山野裕子牧師就任式が行われました。      

報  告 

【各集会参加者数】 

・壮年部講演会（7／30）     83名・21教会 

・平和を求める8・15集会(8／15) 103名・29教会 

・中学生・ＫＫＳキャンプ(8／14～16) 

                 36名・15教会 

 

9月9日(土) ＣＳ教師研修会 

  時間 午前9：30～午後2：15 

  会場 埼玉新生教会 

  主題 「私たちの教会学校は、今・・・ 

        恵みや悩みを分かち合いましょう」

  発題 坂戸いずみ教会、川口教会、浦和東教会 

  主催 教育委員会 

  【問い合わせ】森淑子(狭山) ☎04－2957－2416 

 

9月23日(土) 第12回アーモンドの会 

  時間 午前10：00～午後4：00 

  会場 埼玉和光教会 

  主題 「共に生かされる共同体を求めて」 

      －価値観の違いを越えて－ 

  講師 島しづ子牧師(名古屋堀川伝道所) 

  証  松波朋子さん(草加教会員) 

      －「化学物質過敏症」をめぐって－ 

  参加費 一人 1,000円(昼食代を含む) 

  申込 ＦＡＸ 0493-72-4909  締切 9月４日 

  【問い合わせ】長尾邦弘(小川) ☎0493-72-4909 

来月の集会案内等 

10月29日(日) 伝道と賛美の集い 

  時間 1部 午後1：30～3：00 

     2部 午後4：00～5：30 

  会場 桶川伝道所 

  テーマ「君はあいされるために生まれた  

－心をつくし、力をつくして 

主を賛美しよう！－ 

  出演者 木村“ＨＩＲＯ”とひかりシンガーズ 

     高倉健とアンサンブル・サンクチュエール

  メッセージ 1部：高橋悦子牧師(桶川) 

        2部：石橋秀雄牧師(越谷) 

 【問い合わせ】濱田辰雄(緑聖) ☎048-664-1234 

 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 川口教会    6 (教会・伝道所) 

  ２  〃  東大宮教会   6 

  ３  〃  岩槻教会   11 

  ４  〃  上尾使徒教会 9 

  ５  〃  越生教会    8 

  ６  〃  三芳教会   11 

  ７  〃  行田教会    8 

  【問い合わせ】松浦就子(岩槻) ☎048-757-6733 

お知らせ・お願い 

【各個教会関係】 

 上尾栄光教会「ふれあいコンサート」のご案内 

男性カルテット＆ギターの夕べ 

日時 9月2日(土) 午後6：00開演 

会場 日野原記念上尾栄光教会 

出演者 男性コーラス 「クレセンツ フォー」 

            (堀、川口、吉田、三谷) 

      ギタートリオ 「杜」(宍戸、永倉、三澤) 

▽入場無料 

【問い合わせ】山野忠男(上尾栄光) ☎048-722-3471 

       担当：三谷章夫 ☎048-722-6056 

 

 北本教会「秋の伝道集会」のご案内  

日時 9月16日(土) 午後2：00～4：00 

会場 北本教会 

講演 「老い－愛し愛されて」 

講師 阿部志郎先生（横須賀基督教社会館館長） 

         （神奈川県立保健福祉大学学長） 

【問い合わせ】石川栄一(北本) ☎048-591-1558 

最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。  http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/    制作：ホームページ委員会   発行：埼玉地区委員会 
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お知らせ・お願い 
 鴻巣教会からのお知らせ 

①境内地奉献感謝礼拝 

日時 9月17日(日) 午前10：30から 

会場 鴻巣教会 

説教 「主が味方でなかったなら」 

説教者 石橋秀雄牧師(越谷教会) 

②公開特別講演会 

日時 9月17日(日) 午後1：00から 

会場 鴻巣教会 

講演 「教会を信ず」－こどもを楽しみ、 

人を楽しみ、神のわざを楽しむ－ 

講師 石橋秀雄牧師(越谷教会) 

【問い合わせ】篠原愛義(鴻巣) ☎048-541-0643 

 

 埼玉新生教会からのお知らせ  

①特別礼拝 

日時 9月24日(日) 午前10：30～12：00 

会場 埼玉新生教会 

▽アメリカ・アラバマ州からゴスペルユニット

「ＴＰＷ(Thanksgiving,Praise and Worship)」

とアンドレ・レイノルズ師を迎えます。 

②ＴＰＷによるワークショップを開催 

日時 9月24日(日) 午後2：00～4：00 

会場 埼玉新生教会 

参加費 1,500円 

▽ＴＰＷのワークショップは埼玉では初めてと 

 なります。ゴスペルに興味のある方は、ぜひご

 参加ください。 

▽駐車場あります。 

車イスでの来会も歓迎します。 

【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

 

  ドラムセットをプレゼントします  

当教会でドラムの練習に使用していた、ドラムセ

ットを処分することになりました。もし、使って

みたい教会等がありましたら、無料で差し上げま

す。（取りに来てください）黒色の安いドラムセッ

トですから、音はそれなりです。処分理由は、収

納スペースの確保のためで、製品そのものについ

ては、問題はありません。中古なので、ノークレ

ーム、ノーリターンでお願いします。 

【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

 

【一般関係】 

 “にじのいえ”のためにチャリティーコンサート 

日時 9月29日(金) 午後2：00開演 

会場 霊南坂教会 

内容 東海林悦子 ハープリサイタル 

料金 全席自由 3,000円 

申込 三川弘子 (℡：048-935-6258) 

【問い合わせ】松浦就子(岩槻) ☎048-757-6733 

 

【地区関係】 

 1区教師会のご案内 

  日時 9月11日（月）午前10：30～午後1：00 

  会場 川口教会 

  内容 ①開会礼拝 本間一秀先生(川口) 

     ②発表 小海寅之助牧師  その他 

   ▽出欠の連絡は本間先生まで FAX048-251-6019 

      または☎048-251-6039、9月4日まで。 

 【問い合わせ】石神稔(西上尾) ☎048-863-9476 

 

 壮年部からのお知らせ 

  壮年部講演会（7／30）は、83名・21教会の参加

  でした。講演会のテープを、との要望が多く寄せ

  られていますが、後日 壮年部機関紙に詳細内容を

  記し、全教会に送付します。 

  【問い合わせ】坂巻修次(初雁) ☎049-243-3119 

  伝道委員会からのお知らせ 
  役員・伝道委員研修会は7月9日、近藤勝彦先生 
  (東京神学大学教授)をお迎えして講演会が行われ 

ました。80名の参加でした。 

  当日の先生の講演は、地区のホームページで全文 
  掲載しました。ご出席できなかった方は、どうぞ 
  ご覧ください。特集の「役員・伝道委員研修会講 
  演」でご覧になれます。 
  【問い合わせ】濱田辰雄(緑聖) ☎048-664-1234 
 

「埼玉の宣教」出版のお知らせ 
  埼玉地区のホームページに掲載してきました「今

月のみことば」が本になりました。タイトルは「埼

玉の宣教 －ホームページ説教集－」です。2001

年4月から2006年3月まで、54人の牧師が執筆

しました。以下の方法でご購入ください。 

  1冊800円です。 

①坂戸いずみ教会(山岡創牧師)で直接購入できま

す。☎049-283-0330 

②地区の集会などで販売します。 

③ＦＡＸ(048-979-1057)でお申込ください。 

   住所、電話、名前、教会名、部数をお書き下さ 

い。送料は実費(1冊ですと290円)。   
 

 災害対応委員会からのお願い 
  災害対応委員会では、災害時の緊急連絡網として 

電話およびＦＡＸの連絡網の他に、埼玉地区メー 
リングリストを作ることになりました。 

  メールアドレスをお持ちの教職の方は、担当の 
  豊川昭夫兄宛、ＥメールまたはＦＡＸでお知らせ 

ください。登録をいたします。 
  なお、葬儀関係などの緊急連絡にも使います。 
    ・Eメール: toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

    ・ＦＡＸ：048-979-1057 
 【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330 

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 


