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9 月の予定

3 日(月) 最寄り３区教師会
北本教会 2：00ｐｍ
伝道委員会
大宮教会 6：30ｐｍ
4 日(火) 教会全体修養会委員会
埼大通り教会 10：00ａｍ
教育委員会
上尾栄光教会 6：30ｐｍ
10 日(月) 最寄り１区教師会
大宮教会 10：30ａｍ
11 日(火) 地区委員会
大宮教会 5：00ｐｍ
16 日(日) アーモンドの会
大宮教会 4：00ｐｍ
17 日(月) 壮年部研修会
大宮教会 10：00ａｍ
19 日(水) 婦人部委員会
狭山伝道所 11：30ａｍ
23 日(日) 壮年部委員会
春日部教会 2：30ｐｍ
24 日(月) 第 13 回アーモンドの会
大宮教会 10：00ａｍ
29 日(土) 災害対応について学ぶ会
大宮教会 10：00ａｍ

教会・教師の動き
○ 熊谷教会・布村伸一伝道師の就任式が 8 月 12 日
(日)、飯塚拓也関東教区副議長の司式で行われまし
た。
○ 上尾使徒教会・松本のぞみ牧師の就任式が 8 月 19
日(日)、疋田國磨呂関東教区議長の司式で行われ
ました。
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
9 月 17 日(月・祝) 壮年部修養会
時間 午前 10：00〜午後 4：00
場所 大宮教会
主題 「共に生きる生活」
・・真実な交わりの生活
― 教会の活性化 ―
講師 疋田國磨呂牧師(大宮)
参加費 1,000 円 (昼食代等)
申込 ＦＡＸ 048‑652‑0543 (壮年部委員長松下)
教会数、参加者名、人数をお書きください
締切 9 月 16 日(日) 15 時まで
▽教会の「活性化」を求めるとき、教会の中で
「生き生きとした交わり」が行われているかが大
切な要素です。教会が生き生きとなるためには
キリストの体に連なる信徒が生き生きと喜びに
満ちた信仰生活をすることではないでしょうか
今回、ボンヘッファーの「共に生きる生活」を
通して「真実な交わりの生活」を学びます。
壮年、婦人、青年の皆様及び教職の先生方のご
参加をお待ちしています。
【問い合わせ】松下充孝 ☎048‑652‑0643

9 月 29 日(土) 災害対応について学ぶ会
時間 午前 10：00〜12：00
会場 大宮教会
主題「設計士の視点から見た災害対応への備え」
講師 松下充孝氏(大宮教会員、㈱松下設計社長
関東教区新潟県中越地震被災教会・被災地
支援委員会委員)
▽7 月 16 日、新潟県中越沖地震の発生は、私たち
に大きな衝撃を与えました。
３年前の中越地震で被災した教会や被災地の
人々が立ち上がろうとする、その足元を揺るが
すものでありました。また、一度、巨大地震が
くれば、当分は来ないという、漠然としたわた
したちの思いを打ち砕くものでありました。
「まあだいじょうぶ」との先送りの姿勢から、
「そ
のときは近い」との備えの姿勢に転じたいもの
です。
この会には、中越地震、能登半島地震、そして
今回の中越沖地震で被災教会や住宅を見てこ
られた、松下充孝兄をお招きして、お話をうか
がいます。各教会・伝道所より教師・信徒、教
会に連なる多くの方々が参加くださることを
期待しております。
※先日各教会へ送りましたポスター・チラシの開
催日が日曜日になっていました。土曜日の間違
いです。訂正して掲示していただくようお願い
致します。
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049‑283‑0330

9 月 24 日(月・祝) 第 13 回アーモンドの会
時間 午前 10：00〜午後 4：00
会場 大宮教会
主題 「障害者自立支援法をめぐって」
― 今、問われていることは何か ―
講師 赤塚光子氏
報
告
(立教大学コミュニティー福祉学部教授)
【各集会参加者数】
立証者 阿久澤紀雄さん(安行教会信徒)
・教会全体研修会 (8／7〜9)
90 名・26 教会
会費 1,000 円(受講料、昼食代含む)
・中学生・ＫＫＳキャンプ (8／13〜15)
申込 ＴＥＬ又はＦＡＸ 0493‑72‑4904(小川教会)
52 名・17 教会
出来るだけ教会ごとまとめてお申込下さい。
・平和を求める 8・15 集会 (8／15)
締切 9 月 5 日(木)
99 名・32 教会
【問い合わせ】長尾邦弘(小川) ☎0493‑72‑4904
http://www5b.biglobe.ne.jp/ saitama/
制作：ホームページ委員会
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来月の集会案内等
10 月 1 日(月) 第２ブロック・最寄り婦人研修会
時間 午前 10：00 から
会場 緑聖教会
講師 濱田辰雄牧師(緑聖)
【問い合わせ】緑聖教会 ☎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。
第２ブロック以外はまだ未決定ですが、今年度の
当番教会は次の通りです。どうぞご参加下さい。
１ブロック 埼大通り教会 6 (教会・伝道所)
２
〃
緑聖教会
6
３
〃
吉川教会
11
４
〃
桶川伝道所
9
５
〃
毛呂教会
8
６
〃
川越教会
11
７
〃
熊谷教会
8
【問い合わせ】川田光江(越谷) ☎048‑962‑2213
10 月 8 日(月) 中学生・ＫＫＳキャンプ思い出会
時間 午後 2:00‑4:00
会場 川越教会
▽キャンプ感想文集を完成させ、また楽しいとき
を過ごします。
キャンプに参加できなかった方も大歓迎！
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048‑252‑7036

10 月 27 日(土) 伝道と賛美の集い
時間 午後 2：00〜4：00
会場 飯能教会
内容 ハンドベル演奏
（クリノン 指揮者：毛呂教会 稲生牧師）
会衆讃美
（飯能教会 さんびかを歌う会のリード）
メッセンジャー 土橋誠牧師(飯能)
▽どなたでも奮ってご参加ください。なお、飯能
教会に駐車場はありません。車で来られる方は
周囲の有料駐車場をご利用下さい。
【問い合わせ】竹内紹一郎(深谷西島) ☎048‑575‑2723

お知らせ・お願い
【地区関係】
 最寄り１区教師会のご案内
日時 9 月 10 日(月) 午前 10：30〜午後 1：00
会場 大宮教会
内容 ①開会礼拝 中村眞牧師(埼玉新生)
②発表 「大人とこどもの礼拝」
田中かおる牧師（安行）
③諸連絡・近況報告（昼食代：1,000 円）
▽ご多忙のことと存じますが、共に語り合う恵み
の時としたいと思います。昼食の準備をいたし
ますので出欠については、大宮教会疋田勝子
牧師まで、ＦＡＸまたは電話で 8 月 31 日（金）
までにご連絡くださいますよう、お願いいたし
ます。
【問い合わせ】石神稔(西上尾) ☎048‑863‑9476

震救援募金」に協力下さるよう、呼びかけをする
ことといたしました。
様々な事情がおありのことと思いますが、各教会
の役員会で「募金協力の件」を議題としていただ
けますよう、お願いいたします。
記
募金期間 ２００８年３月末
目標額
１０００万円
送金先
加入者名 日本基督教団社会委員会
郵便振替 ００１５０−２−５９３６９９
※通信欄に「新潟中越沖地震救援募金」とお書き
下さい。
（埼玉地区地区委員長 深見祥弘）
【各個教会関係】
 東大宮教会のホームページが開設しました
ＵＲＬは以下です。どうぞご覧下さい。
http://www2.ocn.ne.jp/ church‑h/
{ 北本教会伝道集会のご案内
日時 9 月 22 日(土) 午後 2：00〜4：00
会場 北本教会
講師 阿久戸光晴先生(聖学院大学学長)
▽どなたでもいらしてください。大勢の方のいら
してくださることをお待ちしております。
【問い合わせ】石川栄一(北本) ☎048‑591‑1558

西川口教会 特別礼拝のご案内
日時 9 月 30 日(日)
賛美礼拝（9:30‑10:10）
 教団社会委員会「新潟中越沖地震救援募金」に御協
一般礼拝（10:30‑11:45)
会場 西川口教会
力ください
講師 塩谷直也先生(東京・梅ヶ丘教会牧師)
7 月 16 日（月）に発生しました「新潟中越沖地
≪10 月、11 月の情報をお寄せください≫
▽どなたも歓迎します。賛美礼拝ではマンガ説教
震」により、大小の被害が出ました。
◎ＦＡＸ：048‑979‑1057
を予定しています。
7 月 24 日（火）開催の地区委員会は、地区内教会・
◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048‑252‑7036
伝道所の皆様に、教団社会委員会「新潟中越沖地
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

