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11 月の予定
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今月の集会案内等
11 月 3 日(月・祝) ＣＳせいと大会
時間 午前 10：00〜午後 2：15
会場 森林公園
講師 布村伸一牧師(熊谷)
テーマ 「教会」
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049‑283‑0330

11 月 16 日(日) 壮年部こうえん会
時間 午後 2：30〜5：00
会場 大宮教会
出演 古琴亭志ん軽さん(代々木上原教会会員)
落語「福音噺」
豊川耕颯さん(耕象流師範／越谷教会員)
詩吟「いつくしみふかき」他
【問い合わせ】松下充孝(大宮) ☎048‑652‑0543

3 日(月) ＣＳせいと大会
森林公園 10：00ａｍ
7 日(金) 第 2 ブロック・最寄り婦人研修会
七里教会 9：30ａｍ
8 日(土) 第 1 ブロック・最寄り婦人研修会
11 月 23 日(日) 裁判員制度を学ぶ会
11 月 7 日(金) 第 2 ブロック・最寄り婦人研修会
浦和別所教会 10：00ａｍ
時間 午後 2：00〜4：00
時間 午前 9：30〜午後 0：30
9 日(日) アーモンドの会委員会
会場 埼大通り教会
会場 七里教会
小川教会 4：00ｐｍ
テーマ
「裁判員制度を学ぶ」
講師 風間直次郎牧師(七里)
10 日(月) 最寄り 1 区教師会
講師 須藤繁氏(弁護士、谷村教会員)
【問い合わせ】七里教会 ☎048‑685‑3701
草加教会 10：30ａｍ
主催 地区委員会
最寄り 3 区教師会
協力 社会委員会
11 月 8 日(土) 第 1 ブロック・最寄り婦人研修会
深谷西島教会 10：00ａｍ
【問い合わせ】深見祥弘(東所沢) ☎04‑2945‑5169
時間 午前 10：00〜午後 0：30
11 日(火) 第 5 ブロック・最寄り婦人研修会
会場 浦和別所教会
鳩山伝道所 10：00ａｍ
11 月 24 日(月・祝) 第 14 回障がいを負う人々と共に
講師 船本弘毅牧師
教育委員会
生きる教会を目指す懇談会（アーモンドの会）
【問い合わせ】浦和別所教会 ☎048‑861‑4210
大宮教会 2：00ｐｍ
時間 午前 10：00〜午後 4：00
15 日(土) 第 3 ブロック・最寄り婦人研修会
会場 小川教会
11 月 11 日(火) 第 5 ブロック・最寄り婦人研修会
和戸教会 10：00ａｍ
主題 「R☆ING（リング）〜ゆっくり生く旅ぞ〜」
時間 午前 10：00〜午後 2：00
16 日(日) 壮年部こうえん会
― 援助・被援助の関係を越えて ―
会場 鳩山伝道所
大宮教会 2：30ｐｍ
講師
冨井鉄兵先生（関東教区巡回教師）
講師 藍田修牧師(鳩山)
17 日(月) 最寄り 2 区教会
会費 1,000 円（受講費、昼食代を含む）
【問い合わせ】鳩山伝道所
☎049‑296‑0342
所沢みくに教会 10：30ａｍ
当日、受付にてお受けします。
18 日(火) 教師委員会
申込 できるだけ教会ごとにファクスでお申し
11 月 15 日(土) 第 3 ブロック・最寄り婦人研修会
大宮教会 2：00ｐｍ
込みください。或いは郵送。
時間 午前 10：00〜午後 2：30
地区委員会
個人で申し込まれても差し支えありませ
会場 和戸教会
大宮教会 5：00ｐｍ
ん。 ℡＆fax 0493‑74‑2027（長尾）
講師 三羽善次牧師(和戸)
23 日(日) 裁判員制度を学ぶ会
締切
11 月 17 日（月）必着
【問い合わせ】和戸教会 ☎0480‑32‑2112
埼大通り教会 2：00ｐｍ
【問い合わせ】長尾邦弘(小川) ☎0493‑72‑4909
24 日(月) 第 14 回障がいを負う人々と共に生きる教会
≪12 月、2009 年 1 月の情報をお寄せください≫
を目指す懇談会（アーモンドの会）
FAX:048‑979‑1057 Mai:ltoyoaki@mvf.biglobe.ne.jp
小川教会 10：00ａｍ
最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。
http://www5b.biglobe.ne.jp/ saitama/
制作：ホームページ委員会
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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 11 月 10 日(月) 午前 10：30〜午後 1：00
会場 草加教会
内容 ①開会礼拝 谷脇正紀牧師(草加)
②発題 平沢功牧師（埼大通り）
「六ヶ所村核燃サイクル基地現地調査報告」
③新年合同礼拝準備状況報告
④近況報告・諸連絡・昼食懇談(昼食代千円)
▽出欠については、草加教会・谷脇正紀牧師まで、
FAX 又は電話で10 月27 日(月)までにご連絡下さ
い。 TEL：048‑942‑1029 FAX：048‑943‑8955
【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 10 日(月) 午前 10：30 から
会場 深谷西島教会
内容 ①礼拝 竹内紹一郎牧師(深谷西島)
②発題 三羽善次牧師(和戸)
「キリスト論と主イエスの実像」
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
【問い合わせ】都築英夫(秩父) ☎0494‑22‑2431

【各個教会関係】
} 深谷教会の電話番号変更のお知らせ
048‑571‑0592 は教会用としては廃止（幼稚園
のみ）
。048‑575‑2838（電話・ＦＡＸ兼用）のみに
変更となりました。
* 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(月) 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
~ 秩父教会創立 100 周年記念礼拝・感謝会のご案内
日時 11 月 9 日(日)
①記念礼拝 午後 1：00 から
説教者 八束潤一牧師(米子教会）
②感謝会 午後 3：00 から
会場 秩父教会
▽駐車場用意有
【問い合わせ】都築英夫(秩父) ☎0494‑22‑2431
 埼玉新生教会「ＰＦコンサート＆特別ゲスト」の
ご案内
日時 11 月 15 日(土) 午後 2：00〜4：00
会場 埼玉新生教会
▽11 年目となるＰＦのコンサートです。今回は特
別ゲストにクリスチャンミュージシャンのベド
ウ福沢路得子さんをお迎えします。ぜひ、お越
しください。
▽参加費 無料。 駐車場の用意があります。
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048‑852‑1379

☺ 坂戸いずみ教会「バザー開催」のお知らせ
日時 11 月 24 日(月) 午前 11：30〜午後 2：00
会場 坂戸いずみ教会
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049‑283‑0330
 岩槻教会「チャーチコンサート」のご案内
日時 11 月 29 日(土) 午後 2：00 から
会場 岩槻教会
内容 オールデンゲートクワルテットによる演奏
会(主に黒人霊歌)、教会員のクリスマス
ページェント、地域の人々と歌を楽しむ
▽参加料無料
【問い合わせ】岩槻教会伝道委員会 ☎048‑756‑0468
パソコンを探しています
週報作成等のため、ワープロ機能の健全なパソコ
ンを譲ってくれないでしょうか。(買取りでも可)
プリンターが付いていれば、なおありがたいです。
【問い合わせ】三谷章夫(上尾栄光) ☎048‑722‑6056
【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 14 日(金) 午前 10：30〜午後 3：00
会場 富士見町教会
主題 「神はこれを見て、良しとされた」
〜ゆだねられた者として〜
聖書研究 増田琴牧師(巣鴨ときわ台教会)
参加費 1,000 円(昼食代含む)
【問い合わせ】川田光江(越谷) ☎048‑962‑2213

{ 最寄り 2 区教師会のご案内
a 2008 年毛呂教会コンサートのご案内
à 埼玉同宗連研修会のご案内
日時 11 月 17 日(月) 午前 10：30〜午後 2：00
日時
11
月
22
日(土)
午後
2：00
から
日時 11 月 28 日(金) 午後 1：00 から
会場 所沢みくに教会
会場 毛呂教会
会場 埼玉仏教会館 (浦和区高砂 4‑=13=18)
内容 ①礼拝 稲生勝也牧師(毛呂)
内容
飯靖子と洗足学園の仲間たちのコーラス
講演と公演
「人権と津軽三味線」
②発題 町田さとみ牧師(初雁)
▽入場無料
講師 鏑木宏氏(三味線奏者)
③新年礼拝・その他連絡・近況報告
【問い合わせ】小室洋一郎(毛呂) ☎049‑294‑8151
【問い合わせ】三羽善次(和戸) ☎0480‑32‑2112
【問い合わせ】繪鳩アツエ(越生) ☎03‑3953‑9641
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