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10 月の予定

1 日(月) 第２ブロック・最寄り婦人研修会
緑聖教会 10：00ａｍ
2 日(火) 教師委員会
大宮教会 2：00ｐｍ
教育委員会
所沢みくに教会 6：30ｐｍ
8 日(月) 中学生・ＫＫＳキャンプ思い出会
川越教会 2：00ｐｍ
9 日(火) 地区四役会
緑聖教会 3：00
新年合同礼拝実行委員会
緑聖教会 5：00ｐｍ
12 日(金) 第１ブロック・最寄り婦人研修会
埼大通り教会 2：00ｐｍ
16 日(火) 第６ブロック・最寄り婦人研修会
川越教会 10：00ａｍ
21 日(日) 第４ブロック・最寄り婦人研修会
北本教会 2：00ｐｍ
社会委員会・社会活動委員会
上尾合同教会 3：00ｐｍ
ホームページ委員会
西川口教会 4：00ｐｍ
27 日(土) 伝道と賛美の集い
飯能教会 2：00ｐｍ
30 日(火) 教師委員会
大宮教会 2：00ｐｍ

報

告

【各集会参加者数】
・壮年部修養会 (9／17)
36 名・14 教会
・第 13 回アーモンドの会 (9／24)
96 名・28 教会
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 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)
「御言葉を聞いて行う群れ」
【問い合わせ】緑聖教会 ☎048‑664‑1234
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
参加費 300 円
▽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 12 日(金) 第１ブロック・最寄り婦人研修会
時間 午後 2：00〜4：00
会場 埼大通り教会
講師 木下恵美子姉(日本聖書神学校神学生)
「フルートと私」
【問い合わせ】埼大通り教会 ☎048‑852‑2735
10 月 16 日(火) 第６ブロック・最寄り婦人研修会
時間 午前 10：00〜午後 2：30
会場 川越教会
講師 木ノ下一雄牧師 「仕える者に」
【問い合わせ】川越教会 ☎049‑242‑4338

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

来月の集会案内等
11 月 23 日(金) ＣＳ生徒大会
時間 午前 9：30〜午後 2：30
会場 聖学院みどり幼稚園
説教 栗原清牧師
内容 礼拝・教会紹介・
「みんなであそぼう」
▽子どもから大人まで、またＣＳがない教会から
も参加をお待ちしています。
互いに顔を合わせて励まし合いましょう。
詳しくは各教会へ送る案内を御覧ください。
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048‑252‑7036
11 月 24 日(土) 教会音楽講習会
時間 午後 1：30〜4：00
会場 大宮教会
テーマ 「詩編を歌う」パートⅡ
− ジュネーブ詩編歌の伴奏と奏楽曲 −
講師 成田恵子先生(大宮教会オルガニスト)
開会礼拝 疋田勝子牧師(大宮教会)
会費 一人 500 円
▽オルガニストだけでなく、歌う側にとっても
良い機会ですのでふるってご参加ください。
【問い合わせ】長尾愛子(小川) ☎0493‑72‑4904

10 月 21 日(日) 第４ブロック・最寄り婦人研修会
時間 午後 2：00〜4：00
会場 北本教会
講師 石黒妙子医師
「主から与えられたいのちを喜ぶ」
【問い合わせ】北本教会 ☎048‑591‑1558
http://www5b.biglobe.ne.jp/ saitama/
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お知らせ・お願い
【地区関係】
 最寄り 3 区教師会のご案内
日時 11 月 5 日(月) 午前 10：30 から
会場 本庄教会
礼拝 飯野敏明牧師(本庄)
発題 竹内紹一郎牧師(深谷西島)
【問い合わせ】篠原愛義(鴻巣) ☎048‑541‑0643
【各個教会関係】
{ 所沢みくに教会「秋の伝道集会」のご案内
日時 10 月 14 日(日)
会場 所沢みくに教会
①伝道礼拝 午前 10：30 から
説教 最上光宏牧師「必要とされているあなた」
②チャペル・コンサート 午後 1：30 から
歌・演奏 山路ゆう子とヘブンズゲイト
メッセージ 最上光宏牧師
【問い合わせ】最上光宏(所沢みくに) ☎04‑2929‑0682
 大宮教会「パイプオルガン演奏会」のご案内
日時 10 月 14 日(日) 午後 3：00 から
会場 大宮教会
演奏者 青田絹江氏(国立音楽大学講師)
入場料 一般 1,000 円
【問い合わせ】大宮教会 ☎048‑641‑6148

初雁教会「チャペル・コンサート」のご案内
日時 10 月 21 日(日)
会場 初雁教会
①賛美礼拝
午前 10：30〜12：00
ハンドベル・クワイア演奏
②チャペル・コンサート 午後 2：00〜3：30
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(コイノニア)」も
あります。どうぞ気軽にお立ち寄りください。
【問い合わせ】山岡磐(初雁) ☎049‑224‑7594

 狭山伝道所「オルゴール・コンサート」のご案内
日時 10 月 21 日(日) 午後 1：00〜3：00
会場 狭山伝道所
講師 遠藤富寿牧師
▽参加費 無料
【問い合わせ】森淑子(狭山) ☎04‑2954‑8131
※ 狭山伝道所 牧師：森淑子は新会堂の牧師館に
引越しましたので、郵便物等連絡は下記へお願
いします。
〒350‑1311 狭山市新狭山 2‑1‑6
☎04‑2954‑8131

~ 浦和東教会「チャペル・コンサート」のご案内
日時 10 月 21 日(日)
会場 浦和東教会
①伝道礼拝
午前 10：30 から
「神に愛されて」
説教 永井二三男牧師
②チャペル・コンサート 午後 1：00 から
恵みによせて・・・・チェロの調べ
チェロ：原葉子、 ピアノ：清水美枝
メッセージ 永井二三男牧師
▽入場無料。どなたでもお気軽にご来場ください。
【問い合わせ】永井二三男(浦和東) ☎048‑882‑4851

 浦和別所教会「ライフ・ラインのつどい」
日時 10 月 27 日(土) 午後 2：00〜
(開場 午後 1：00 から)
会場 浦和別所教会
メッセンジャー 榊原寛師
賛美グループ カンターテ他
▽入場無料、どなたでもいらして下さい。
【問い合わせ】山田称子(浦和別所) ☎048‑861‑4210

 埼大通り教会「献堂 3 周年記念特別伝道集会」
日時 10 月 21 日(日) 午後 2：00 から
会場 埼大通り教会
内容 木管五重奏コンサート
ホルン、ファゴット、フルート、
クラリネット、オーボエ
演奏曲目 ノヴェレッテ ハ長調、さんぽ、
アメージング・グレース他
会費 無料
▽皆様のおいでをお待ちしています。
【問い合わせ】平沢功(埼大通り) ☎048‑852‑2735

 武蔵豊岡教会「ゴスペルコンサート」のご案内
日時 11 月 11 日(日) 午後 2：00〜（開場 1：30）
会場 武蔵豊岡教会
出演 THE SOWERS（倉橋宇多子、宗田光悦）
曲目 アメイジンググレース、慈しみ深い、
オーハッピーディ、誰も知らない私の悩み他
メッセージ 栗原清牧師
【問い合わせ】栗原清(武蔵豊岡) ☎04‑2965‑4348

【一般関係】
± 和戸教会「ハープ・コンサート」のご案内
 東京神学大学後援会・講演会のご案内
日時 10 月 20 日(土) 午後 1：30 から
日時 11 月 11 日(日) 午後 3：00 から
会場 和戸教会
会場 大宮教会
演奏 佐々木冬彦さん
講師 棚村重行先生
参加費 500 円(ケーキ、コーヒー付)
【問い合わせ】大島健一(大宮) ☎048‑643‑4672
【問い合わせ】三羽善次(和戸) ☎0480‑32‑2112
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