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9 月の予定

1 日(月) 最寄り 2 区教師会(家族会)
毛呂教会 3：30ｐｍ
最寄り 3 区教師会
加須教会 2：00ｐｍ
8 日(月) 最寄り 1 区教師会
東大宮教会 10：30ａｍ
伝道委員会
大宮教会 6：30ｐｍ
9 日(火) 教育委員会
大宮教会 2：00ｐｍ
14 日(日)〜15 日(月) 青年部修養会
フレンドシップハイツよしみ
19 日(金) 地区委員会
大宮教会 5：00ｐｍ
20 日(土) 秋の教会音楽講習会
埼玉新生教会 1：30ｐｍ
21 日(日) ホームページ委員会
西川口教会 4：00ｐｍ
27 日(土) 災害対応について学ぶ会
埼大通り教会 10：00ｐｍ
28 日(日) 第 4 ブロック・最寄り婦人研修会
鴻巣教会 2：00ｐｍ
30 日(火) 教師委員会
大宮教会 2：00ｐｍ

教会・教師の動き
本庄旭教会の齋藤康彦牧師が、7 月 30 日(水) 午後 3 時
28 分 逝去されました。
秋山徹牧師(上尾合同教会)の司式により、
7月31日(木)
午後 6 時 前夜式、8 月 1 日(金) 正午 告別式が、こだ
ま聖苑(美里町木部)で行われました。ご家族、また教
会、保育園に連なる方々のためにお祈りください。
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 14 日(日)〜15 日(月・祝) 青年部修養会
会場 フレンドシップハイツよしみ
（埼玉県比企郡吉見町）
テーマ 「青春の日々にこそ」
参加費 4,500 円
集合時間・場所 JR 鴻巣駅若しくは東武東上線
東松山駅に午後 4 時 解散時間 15 日午後 4 時半
▽青年部が開催する 10 年ぶりの修養会です。今年
度は夏の中高生キャンプが青年と分かれました
ので、ぜひこちらにご参加ください。部分参加
も可能です。
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049‑283‑0330
9 月 20 日(土) 秋の教会音楽講習会
時間 午後 1：30〜4：00
会場 埼玉新生教会
講師 飯靖子先生(霊南坂教会オルガニスト)
テーマ 詩編歌の奏楽曲(パートⅡ）
会費 500 円
▽編集者である飯先生をお迎えして、具体的にレ
ッスンしていただきながらお話を伺います。
【問い合わせ】長尾愛子(小川) ☎0493‑72‑4904

9 月 28 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 鴻巣教会
講師 山口博先生(聖学院中学・高等学校校長)
▽会費はありません。どなたでもご参加下さい。
お待ち致しております。
【問い合わせ】滝瀬美代子(鴻巣) ☎048‑541‑0643

来月の集会案内等
10 月 26 日(日) 伝道と賛美の集い
時間 午後 3：00〜5：00 (開場 午後 2：30)
会場 狭山伝道所
テーマ「神への讃歌」ピアノ＆トークコンサート
〜フランスの風にのせて〜
出演者 安倍葉子氏(日本基督教団更生教会員)
【問い合わせ】竹内紹一郎(深谷西島) ☎048‑575‑2723
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。(4 ブロックは 9 月)
【問い合わせ】川田光江(越谷) ☎048‑962‑2213

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 8 日(月) 午前 10：30〜午後 1：00
会場 東大宮教会
内容 ①開会礼拝 山ノ下恭二牧師(東大宮)
②発題 白石多美出牧師（春日部）
「カルト − その最近の動き」
③諸連絡（昼食代：1,000 円）
TEL048‑684‑5323
FAX048‑686‑3304
【問い合わせ】石神稔(西上尾) ☎048‑863‑9476

9 月 27 日(土) 災害対応について学ぶ会
時間 午前 10：00〜正午
会場 埼大通り教会
テーマ 「その時、あなたは、どうしますか？！
− 綾瀬川断層地震が発生したら −」
講師 和田基靖氏(埼玉県消防防災課地震対策担当)
▽会場が大宮教会から変更になりましたので、ご
注意ください。
最寄り駅：埼京線南与野駅
≪10 月、11 月の情報をお寄せください≫
駐車場がありませんので電車でご来場下さい。
FAX:048‑979‑1057 Mai:ltoyoaki@mvf.biglobe.ne.jp
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049‑283‑0330
http://www5b.biglobe.ne.jp/ saitama/
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お知らせ・お願い
【地区関係】
a 最寄り 2 区教師会(家族会)のご案内
日時 9 月 1 日(月) 午後 3：30 から
会場 毛呂教会
礼拝 繪鳩アツエ牧師(越生)
夕食代 大人 500 円、子供半額の予定
【問い合わせ】土橋誠(飯能) ☎042‑972‑2511
 最寄り 3 区教師会のご案内
日時 9 月 1 日(月) 午後 2：00 から
会場 加須教会
内容 ①礼拝 岡村紀子教師(北鴻巣集会)
②発題 浦部牧子牧師(加須)
③諸連絡・近況報告
会費 300 円
【問い合わせ】都築英夫(秩父) ☎0494‑22‑2431

 裁判員制度を学ぶ会のご案内
日時 11 月 23 日(日) 午後 2：00〜4：00
会場 埼大通り教会
テーマ 「裁判員制度を学ぶ」
講師 須藤繁氏(弁護士、谷村教会員)
主催 地区委員会
協力 社会委員会
【問い合わせ】深見祥弘(東所沢) ☎04‑2945‑5169
【各個教会関係】
 武蔵豊岡教会「マリンバコンサート」のご案内
日時 9 月 14 日(日) 午後 2：00 から
会場 武蔵豊岡教会
演奏 張愛姈さん (大宮教会会員)
【問い合わせ】栗原清(武蔵豊岡) ☎04‑2965‑4348
c 本庄教会創立 120 周年記念礼拝のご案内
日時 10 月 12 日(日) 午前 10：30 から
会場 本庄教会
内容 記念礼拝および感謝の集り
説教者 入 治彦牧師(京都教会)
【問い合わせ】飯野敏明(本庄) ☎0495‑22‑2908

{ 濱田辰雄先生の新住所のお知らせ
濱田辰雄先生(聖学院みどり幼稚園園長、前・緑聖
教会牧師)は、8 月 13 日(水)、下記に転居されま
した。
(新住所)
〒331‑0821 さいたま市北区別所町 1129‑17
TEL・FAX 048‑607‑6507
【関東教区関係】
~ 関東教区教会婦人会連合研修会のご案内
日時 10 月 27 日(月) 午前 10：00 から
会場 大宮教会
主題 「地の塩 世の光」
講師 平山正道牧師(四條町教会・宣教部委員長)
成松三千子氏(柿の木坂教会)
(全国教会婦人会連合中央委員長)
申込 参加費 1,000 円(昼食代、その他)を添えて
教会ごとに申込
申込先 〒357‑0021 飯能市双柳 1495‑59 森下泰子
【問い合わせ】川田光江(越谷) ☎048‑962‑2213

【一般関係】
= 埼玉地区ハンドブック作成についてのお願い
± 東京聖書学校公開講座のご案内
地区委員会では、2008 年度の課題として、
「埼玉
* 七里教会・バザーへの献品のお願い
日時 9 月 5 日(金) 午前 9：00〜正午
地区ハンドブック（教会案内）
」の改訂版発行の準
日時
10
月
13
日(月)
会場 東京聖書学校
備を進めています。作成は埼玉地区ホームページ
会場 七里教会
（ＪＲ武蔵野線吉川駅下車南口徒歩 2 分）
委員会が行います。
教会墓地建設の一助として行います。
テーマ「教会形成とパーソナリティー障害
最新の情報が欲しいとの要望に応えるために、ホ
①ご献品は教会宛へお送り下さるか、ご持参頂け
− 今日的課題をどう受けとめるか」
ームページの原稿を印刷する形で、
「埼玉地区ハン
れば幸いです。期日は 9 月中。
講師 藤掛明先生（聖学院大学総合研究所准教授）
ドブック（埼玉地区教会案内）
」の改訂版を作成し、
②品物
生活雑貨、手作りの品、衣料品(新・中古
受講料
1,000 円（昼食代含む）
発行します。(今回、写真は載せません)
も可)等。
▽電話、はがき、ファックスにて 9 月 1 日(月）ま
つきましては、既に各教会・伝道所へホームペー
不明な点は教会までおたずね下さい。
でにお申込ください。
ジで紹介中の原稿を同封しましたので、加筆修正
【問い合わせ】野沢純子(七里教会婦人会長)
諸教会からのご参加を心からお待ちしておりま
(地図を含む)をしていただき、同封した返信用封
☎048‑685‑3701
す。
筒に入れて、9 月末までにご返送いただきたくお
【問い合わせ・申込先】東京聖書学校
願い申し上げます。
☎048‑982‑5064 fax048‑982‑5094
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048‑852‑1379
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

