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11 月の予定

5 日(月) 最寄り１区教師会
大宮教会 10：30ａｍ
最寄り３区教師会
本庄教会 10：30ａｍ
10 日(土) 第５ブロック・最寄り婦人研修会
毛呂教会 10：30ａｍ
16 日(金) 第７ブロック・最寄り婦人研修会
熊谷教会 10：30ａｍ
地区委員会
大宮教会 5：00ｐｍ
19 日(月) 第３ブロック・最寄り婦人研修会
東京聖書学校吉川教会 10：00ａｍ
23 日(金) ＣＳ生徒大会
聖学院みどり幼稚園 9：30ａｍ
24 日(土) 教会音楽講習会
大宮教会 1：30ｐｍ
25 日(日) 壮年部講演会
大宮教会 2：30ｐｍ
【関東教区の主な予定】
24 日(土) 秋季按手礼准允式 大宮教会 10：30ａｍ

今月の集会案内
11 月 10 日(土) 第５ブロック・最寄り婦人研修会
時間 午前 10：30〜午後 2：00
会場 毛呂教会
講師 高草木玲子姉
「マタイ受難曲に導かれて −証と賛美−」
【問い合わせ】毛呂教会 ☎049‑294‑3444
≪12 月、1 月の情報をお寄せください≫ 締切 20 日
◎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。

11 月 16 日(金) 第７ブロック・最寄り婦人研修会
時間 午前 10：30〜午後 1：00
会場 熊谷教会
講師 布村伸一伝道師
「聖書を通して自分を知る」
【問い合わせ】熊谷教会 ☎048‑521‑6018
11 月 19 日(月) 第３ブロック・最寄り婦人研修会
時間 午前 10：00〜午後 2：30
会場 東京聖書学校吉川教会
講師 船本弘毅師
「今を生きる私達 〜聖書、教育をめぐって」
【問い合わせ】東京聖書学校吉川教会 ☎048‑982‑5064
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
http://www5b.biglobe.ne.jp/ saitama/

11 月 25 日(日) 壮年部講演会
時間 午後 2：30〜
会場 大宮教会
開会礼拝 金田佐久子牧師(西川口)
講演 「国籍は天に」
− 特別養護老人ホーム「スマイルハウス」
のターミナルの試み −
講師 仲矢杏子氏(スマイルハウス施設長)
【問い合わせ】高橋幸好(浦和東) ☎048‑873‑6292

報

告

【各集会参加者数】
・災害対応について学ぶ会
29 名・13 教会
・中学生・ＫＫＳキャンプ思い出会 35 名・14 教会

お知らせ・お願い
【地区関係】
} 最寄り１区教師会開催のご案内
日時 11 月 5 日(月) 午前 10：30〜午後 1：00
会場 大宮教会
内容 ①開会礼拝 小海寅之助牧師
②発表 「正教師検定試験を振り返って」
本間一秀牧師（川口教会）
③次期教師委員互選：山添順二委員交代期
④諸連絡・近況報告（昼食代：1,000 円）
▽昼食の準備をいたしますので、出欠については
10 月 29 日(月)までに、大宮教会疋田勝子牧師
にご連絡ください。
【問い合わせ】石神稔(西上尾) ☎048‑863‑9476
 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
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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(土) 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
 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
 埼玉新生教会「ライフ・ラインの集い」のご案内
日時 11 月 17 日(土) 午後 2：00〜
会場 埼玉新生教会
メッセンジャー 関根弘興師
賛美 シンガーソングライター大和田宏美さん
▽入場無料、どなたもおいでください。
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048‑852‑1379

 吉川ゴスペルナイト(ＹＧＮ38)のご案内
日時 11 月 23 日(金)
会場 東京聖書学校吉川教会
テーマ 「君は愛されるため生まれた」
内容 学生による伝道集会
ゴスペルを皆で賛美し、メッセージや証で
イエス様の愛をお伝えします。
▽入場無料。どなたでもご参加ください。
【問い合わせ】東京聖書学校(野口) ☎048‑982‑5064

【教区関係】
 群馬地区大会のご案内
日時 11 月 23 日(金・祝)
会場 共愛学園中学校／高等学校 礼拝堂
テーマ「主による平和の実現を祈り求める」
〜 アフガンを通して国際貢献と憲法 9 条を考える 〜
講師 中村哲氏(ペシャワール会現地代表、医師)
申込 藤原弘子(大会実行委員長) 027‑361‑1734
締切 11 月 12 日

a 埼玉新生教会「ＰＦチャーチコンサート」のご案内
日時 11 月 24(土) 午後 2：00〜4：00
会場 埼玉新生教会
主題 「ミラクル」
出演 プレイズファミリーメンバー
（幼稚科・小学科・中学科・高校科）
▽ＣＳからＰＦへと変えて１０周年を過ごした喜
びを体いっぱいの賛美で主に献げます。わたし
たちはこんな賛美で毎週 100 人以上で礼拝をさ
さげています。ＣＳ担当の方はぜひ見に来てく
ださい。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

【一般関係】
e アジア教会婦人会議日本委員会一日(ACWCJ)研修会
日時 11 月 9 日(金) 午前 10：30〜午後 3：00
会場 富士見町教会
主題 「世代の中垣を超えて」あなたのビジョンは？
聖書研究 金必順師(在日大韓基督教全国教会)
参加費 1,000 円
【問い合わせ】川田光江(越谷) ☎048‑962‑2213

~ 越谷教会「特別伝道礼拝」のご案内
日時 11 月 25 日(日) 午前 10：40 から
会場 越谷教会
説教者 小倉義明先生(聖学院院長)
【問い合わせ】越谷教会 ☎048‑962‑2743

 東京神学大学後援会・講演会のご案内
日時 11 月 11 日(日) 午後 3：00〜5：00
会場 大宮教会
講演 スクリーンの中のキリスト教
『映画「エデンの東」に描かれた
「神の御顔と人間の顔」
』
講師 棚村重行先生
【問い合わせ】大島健一(大宮) ☎048‑643‑4672

 大宮教会「チャリティーコンサート」のご案内
目的 新潟県中越沖地震被災教会会堂等再建支援
「県南四市クリスマスの夕べ」のご案内
日時 11 月 17 日(土)
【関東教区関係】
日時 12 月 4 日(火) 午後 7：00〜8：30
午前の部 午前 10：30〜11：30
z 各教会・伝道所役員、会計担当者へのお願い
会場 川口総合文化センター リリア 音楽ホール
午後の部 午後 1：00〜2：00
関東教区財務委員長より、教区負担金の納入を願
説教者 播義也先生
会場 大宮教会
う呼びかけがありました。ご都合がおありのこと
（恵泉キリスト教会埼京のぞみチャペル）
出演 野田愛(マリンバ)、仁平恵(ピアノ)
と思いますがご協力下さい。
ゲスト演奏者
西澤顕子姉(パイプオルガン)他
曲目 アメージング・グレース、赤とんぼ他
地区委員長：深見祥弘
▽入場無料 どなたでもおいでください。
入場料 大人 1,000 円、小中学生 500 円
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) 048‑252‑7036
【問い合わせ】大宮教会 ☎048‑641‑6148
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