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10 月の予定

3 日(火) 教師委員会
大宮教会 10：00ａｍ
教育委員会
安行教会 6：30ｐｍ
9 日(月) 中学生・ＫＫＳ思い出会
浦和東教会 1：30ｐｍ
15 日(日) 社会活動委員会・社会委員会
埼大通り教会 3：00ｐｍ
17 日(火) 第２ブロック・最寄り婦人研修会
東大宮教会 9：30ａｍ
第６ブロック・最寄り婦人研修会
三芳教会 9：30ａｍ
21 日(土) 飯能教会献堂式
飯能教会 1：30ｐｍ
22 日(日) ホームページ委員会
西川口教会 4：00ｐｍ
23 日(月) 第５ブロック・最寄り婦人研修会
越生教会 11：00ａｍ
29 日(日) 伝道と賛美の集い
桶川伝道所 1：30ｐｍ・4：00ｐｍ
31 日(火) 教師委員会
大宮教会 10：00ａｍ
【教区関係】
13 日(金) 関東教区婦人会連合研修会
22 日(日)「新潟県中越地震」被災教会・被災地を
覚える主日

教会・教師の動き
○ 吉川教会、東京聖書学校吉川教会と名称変更
○ 狭山伝道所、会堂・牧師館建築募金を開始
○ 志木教会、会堂建築を開始
○ 中山弘隆牧師、三芳教会担任教師に就任予定
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
10 月 17 日(火) 第２ブロック・最寄り婦人研修会
時間 午前 9：30(受付)
会場 東大宮教会
講師 山ノ下恭二牧師(東大宮)
10 月 17 日(火) 第６ブロック・最寄り婦人研修会
時間 午前 9：30(受付)
会場 三芳教会
講師 中山弘隆牧師(三芳)
▽研修会終了後ミニバザーを予定しています
10 月 21 日(土) 飯能教会献堂式
時間 午後 1：30 から
会場 飯能教会
【問い合わせ】土橋誠(飯能) ☎042‑972‑2511
10 月 23 日(月) 第５ブロック・最寄り婦人研修会
時間 午前 11：00(受付)
会場 越生教会
講師 山岡創牧師(坂戸いずみ)

来月の集会案内等
11 月 3 日(金・祝) ＣＳ生徒大会
時間 午前 9：30〜午後 2：30
会場 森林公園
講師 田中かおる牧師（安行）
テーマ 「イエス・キリスト」
▽参加費等詳細は追ってお知らせします。
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048‑442‑9509
11 月 11 日(土) 第７ブロック・最寄り婦人研修会
時間 午前 10：00(受付)
会場 行田教会
講師 小鮒實牧師(行田)
11 月 18 日(土) 第１ブロック・最寄り婦人研修会
時間 午後 1：30
会場 川口教会
講師 陣内大蔵さん(日本聖書神学校学生)
11 月 23 日(木・祝) 教会音楽講習会
時間 午前 10：00〜午後 0：30
会場 大宮教会
主題 「現代ドイツの教会音楽」
講師 ウド・シュニーベルガー氏
（日本バプテスト同盟姫路恵教会音楽主任）
会費 一人 1000 円
【問い合わせ】長尾愛子(小川) ☎0493‑72‑4904

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！
11 月 24 日(金) 第３ブロック・最寄り婦人研修会
出演者 木村 ＨＩＲＯ とひかりシンガーズ
時間 午前 9：30(受付)
高倉健とアンサンブル・サンクチュエール
会場 岩槻教会
メッセージ 1 部：高橋悦子牧師(桶川)
講師 山添順二牧師(岩槻)
2 部：石橋秀雄牧師(越谷)
▽研修会終了後ミニバザーを予定しています
▽できるだけ近隣教会の方は 1 部、その他は 2 部
へご参加ください。
※第４ブロックは日時未定、会場：上尾使徒教会
【問い合わせ】濱田辰雄(緑聖) ☎048‑664‑1234
http://www5b.biglobe.ne.jp/ saitama/
制作：ホームページ委員会
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お知らせ・お願い
【各個教会関係】
a 大宮教会「パイプオルガン演奏会」のご案内
日時 10 月 8 日(日) 午後 3：00 から
会場 大宮教会
演奏者 岩崎真実子
【問い合わせ】大宮教会 ☎048‑641‑6148
 埼玉新生教会クラシック・チャーチ・コンサート
日時 10 月 14 日(土) 午後 2：00〜4：00
会場 埼玉新生教会
ゲスト 木下恵美子(フルート)＆新井伴典(ギター)
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048‑852‑1379
 西川口教会「秋の特別集会」のご案内
①特別礼拝
日時 10 月 15 日(日) 午前 10：30〜１1：45
講師 賀来周一(かく・しゅういち)先生
（キリスト教カウンセリングセンター相談所長）
説教「
『なぜ』こんな事がと問う時、その答えは」
②公開講演会
日時 10 月 15 日(日) 午後 1：30〜3：00
講師 賀来周一先生
講演 「安心して生きるためには何が必要か」
▽会場は西川口教会礼拝堂です。入場無料。
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048‑252‑7036

z 浦和東教会「チャーチコンサート」のご案内
日時 10 月 22 日(日) 午後 1：00 から
会場 浦和東教会
出演 アンサンブル・サンクチュエール
(松沢順子、下公子、赤羽真由美)
ショートメッセージ 最上光宏牧師
【問い合わせ】酒井道雄(浦和東) ☎048‑970‑1090

 熊谷教会「秋の音楽伝道集会」のご案内
日時 10 月 29 日(日)
午前 10：30〜11：30 礼拝の中でマリンバ演奏
午後 0：30〜2：00
演奏と証し
会場 熊谷教会
演奏者 チャン・エリョン氏(大宮教会員)
▽入場無料
【問い合わせ】中谷清(熊谷) ☎048‑521‑6018

p 初雁教会「賛美フェスティバル」のご案内
日時 10 月 22 日(日)
①賛美礼拝 午前 10：30〜正午
②ゲストによる演奏 午後 2：00〜3：30
会場 初雁教会
ゲスト 弦楽四重奏「ブーケ・デ・ムジーク」
▽入場無料、コンサート後「喫茶サービス」有り
【問い合わせ】山岡磐(初雁) ☎049‑224‑7594

ß 鴻巣教会境内地(園庭)捧献感謝イベントのご案内
日時 11 月 12 日(日) 午後 2：00
会場 鴻巣教会
内容 チャペルコンサート
出演 陣内大蔵さん(シンガーソングライター)
入場整理券 500 円(中学生以下無料)
【問い合わせ】篠原愛義(鴻巣) ☎048‑541‑0643

b 大宮教会「賛美礼拝」のご案内
日時 10 月 22 日(日) 午後 2:00〜3:00
会場 大宮教会
説教 正木 茂 牧師
▽ワ−シップソングによる賛美を中心とした礼拝
礼拝の後、約 1 時間、ティタイムがあります。
【問い合わせ】大宮教会 ☎048‑641‑6148

【教区関係】
 関東教区婦人会連合研修会のご案内
日時 10 月 13 日(金) 午前 10：00〜午後 3：00
会場 大宮教会
主題 「十字架と神の国の福音」
講師 古屋安雄先生(聖学院大学大学院教授)
【問い合わせ】松浦就子(岩槻) ☎048‑757‑6733

} 東大宮教会「宗教改革記念礼拝・記念講演会」
日時 10 月 29 日(日)
会場 東大宮教会
①記念礼拝
時間 午前 10：15 から
説教 「ただ神に栄光を」
説教者 久米あつみ先生
(フランス文学者・ひこばえ幼稚園主事)
②記念講演 時間 午後 0：00〜1：20
講演 「今、カルバンに学ぶ」
講師 久米あつみ先生
【問い合わせ】山ノ下恭二(東大宮) ☎048‑684‑5323

【一般関係】
¬ 埼玉同宗連講演会のご案内
日時 10 月 23 日(月) 午後 2：15 から
会場 天理教大宮支庁（☎048‑663‑0444）
「自己尊重のトレーニング
− 子どもの人権、家庭内暴力被害者の人権」
講師 北村年子氏(フリージャーナリスト)
【問い合わせ】三羽善次(和戸) ☎0480‑32‑2112

 和戸教会「フルート・コンサート」のご案内
日時 10 月 21 日(土) 午後 1：30 から
会場 和戸教会
フルート 木下恵美子さん
今月は掲載情報が多い為記事の一部を割愛しました。
会費 500 円(ケーキ、コーヒー付)
ホームページには全ての情報を掲載してあります。
【問い合わせ】三羽善次(和戸) ☎0480‑32‑2112
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