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11 月の予定

3 日(金) ＣＳ生徒大会
森林公園 9：30ａｍ
6 日(月) 最寄り１区教師会
西川口教会 10：30ａｍ
10 日(金) 災害対応委員会
大宮教会 5：00ｐｍ
11 日(土) 第７ブロック・最寄り婦人研修会
行田教会 10：00ａｍ
18 日(土) 第１ブロック・最寄り婦人研修会
川口教会 1：30ｐｍ
20 日(月) 最寄り３区教師会
本庄旭教会 10：30ａｍ
23 日(木) 教会音楽講習会
大宮教会 1：00ｐｍ
24 日(金) 第３ブロック・最寄り婦人研修会
岩槻教会 9：30ａｍ
地区委員会
大宮教会 5：00ｐｍ
25 日(土) 婦人部委員会
岩槻教会 10：00ａｍ
26 日(日) 壮年部委員会
上尾合同教会 2：30ｐｍ
【教区関係】
25 日(土) 秋季按手礼准允式 大宮教会

教会・教師の動き
○ 10 月 21 日、飯能教会の献堂式が行われました。
≪12 月、1 月の情報をお寄せください≫
締切は毎月 20 日、ホームページにも掲載します。
◎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
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」
主催 教育委員会
【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 午後 1：00〜午後 3：30
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
主催 教会音楽委員会(旧・礼拝と音楽を学ぶ会)
▽どなたでもお気軽においでください。
【問い合わせ】長尾愛子(小川) ☎0493‑72‑4904

お知らせ・お願い
【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(金) 午前 11：00 から
会場 上尾合同教会
【問い合わせ】上尾合同教会 ☎048‑771‑6549
 埼玉新生教会「献堂 9 周年記念オルガンコンサー
ト」のご案内
日時 11 月 11 日(土) 午後 2：00〜4：00
会場 埼玉新生教会
出演 濱裕子さん(オルガニスト)
▽入場無料、駐車場あります。
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048‑852‑1379
 鴻巣教会チャーチコンサートのご案内
日時 11 月 12 日(日) 午後 2：00
会場 鴻巣教会
出演 陣内大蔵さん(シンガーソングライター)
曲目「僕は風 君は空」
、
「心の扉」
、
「空よ」
、
讃美歌「やすかれわがこころよ」など。
入場整理券 500 円(中学生以下無料)
▽1965 年生まれ。山口県宇部市に牧師の子として
生まれ育つ。
1988 年シングル「いと小さき君の為に」アルバ
ム「moratorim」でメジャーデュー。少年隊、
チャゲアスなどにも楽曲提供。
【問い合わせ】篠原愛義(鴻巣) ☎048‑541‑0643

a 越谷教会「特別伝道礼拝」のご案内
11 月 24 日(金) 第３ブロック・最寄り婦人研修会
日時 11 月 19 日(日) 午前 10：40 から
時間 午前 9：30(受付)
会場 越谷教会
会場 岩槻教会
説教者 村田元牧師(原市教会、関東教区副議長)
講師 山添順二牧師(岩槻)
▽どなたでもご出席ください。
▽研修会終了後ミニバザーを予定しています
【問い合わせ】越谷教会 ☎048‑962‑2743
http://www5b.biglobe.ne.jp/ saitama/
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お知らせ・お願い
 三芳教会バザーのご案内
日時 11 月 23 日(木・祝) 午前 11 時〜午後 2 時
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
{ 第 11 回こひつじコンサートのご案内
日時 11 月 24 日(金) 開演 午前 10：30
会場 埼玉和光教会
出演 森祐理(クリスチャン・アーティスト)
主催 小羊幼稚園
▽入場無料ですが、 新潟中越地区 で、一昨年
秋地震のため被災した 3 つの幼児施設のために
献金箱を置きますので、ご了承ください。
【問い合わせ】小羊幼稚園 ☎048‑463‑3174

h 「県南四市クリスマスの夕べ」のお知らせ
日時 12 月 1 日(金) 午後 7：00（開場 6：30）
会場 蕨市民会館（蕨市中央 4‑21‑29）
メッセージ 高尾利彦先生（川口福音自由教会）
出演 黄原亮司氏（チェロ奏者）
・連合聖歌隊
・子供聖歌隊
入場無料 席上献金有り
主催 県南四市(川口・戸田・鳩ヶ谷・蕨)牧師会
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048−252−7036
 岩槻教会「チャーチコンサート」のご案内
日時 12 月 9 日(土) 午後 2：00 から
会場 岩槻教会
内容 第 1 部 教会のクリスマス
・岩槻幼稚園園児のうた
・メッセージ
・教会員による降誕劇
第 2 部 聖学院大学フィルハーモニー管弦
楽団演奏会
指揮：村山順吉先生
【問い合わせ】岩槻教会 ☎048‑756‑0468
【一般関係】
e アジア教会婦人会議日本委員会(ＡＣＷＣＪ)一日
研修会のご案内
日時 11 月 10 日(金) 午前 10：30〜午後 3：00
会場 富士見町教会
主題 「恵みを感謝しつつ、明日に生きる」
聖書研究 石塚多美子牧師
(日本バプテスト同盟 東京平和教会)
発題 宗野鏡子牧師
(日本キリスト教団 田園江田教会)
「ゆりかごから墓場まで、共に生きる教会」
特別賛美 築城玲子姉 −古楽フルート演奏−
(日本福音ルーテル 大岡山教会)
【問い合わせ】松浦就子(岩槻) ☎048‑757‑6733

【地区関係】
p 最寄り１区教師会のご案内
日時 11 月 6 日(月) 午前 10：30〜午後 1：00
会場 西川口教会
内容 ①開会礼拝 金田佐久子牧師(西川口)
②発表 石神稔牧師(西上尾)
「ヘブライ語通信講座を受講して」
③一区新年合同礼拝準備状況（報告）
④諸連絡・近況報告など
⑤昼食・懇談（昼食代：1,000 円）
【問い合わせ】石神稔(西上尾) ☎048‑863‑9476
Î 最寄り３区教師会のご案内
日時 11 月 20 日(月) 午後 0：00 から
会場 深谷教会
内容 ①礼拝 川上清樹牧師(本庄旭)
②発題 中谷清牧師(熊谷)
「セレブな人に学ぶ −アブラハム−」
③3 区新年合同礼拝の準備
④諸連絡・近況報告など
会費 1,000 円(食事代)
次回予定 1 月 16 日(火) 午後 3：00 から
【問い合わせ】篠原愛義(鴻巣) ☎048‑541‑0643

 埼玉新生教会「ＰＦクリスマスコンサート」
a 災害対応委員会からのお願い
日時 11 月 26（日） 午後 2：00〜4：00
災害対応委員会では、災害時の緊急連絡網として
会場 埼玉新生教会
電話およびＦＡＸの連絡網の他に、埼玉地区メー
主題 「何が変わる、何かが変わる」
リングリストを作ることになりました。
出演 アーサー・ホーランド牧師
メールアドレスをお持ちの教職の方は、担当の
プレイズファミリーメンバー
豊川昭夫兄宛、ＥメールまたはＦＡＸでお知らせ
（幼稚科・小学科・中学科・高校科）
ください。登録をいたします。
▽主イエスによって変えられた喜びを体いっぱ
なお、葬儀関係などの緊急連絡にも使います。
いの賛美で伝えます。わたしたちはこんな賛美
・E メール: toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp
で毎週 100 人以上で礼拝をささげています。
・ＦＡＸ：048‑979‑1057
ＣＳ担当の方はぜひ見に来てください。
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049‑283‑0330
▽入場無料、駐車場あります。
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048‑852‑1379
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