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     9月の予定 

 7日(月) 婦人部委員会 

       東大宮教会 10：00ａｍ 

     最寄り1区教師会 

       七里教会 10：30ａｍ 

伝道委員会 

       大宮教会 6：30ｐｍ 

 8日(火) 教育委員会 

       初雁教会 4：00ｐｍ 

 9日(水) 教会音楽講習会 

       大宮教会 2：00ｐｍ 

13日(日) アーモンドの会委員会 

       埼玉和光教会 4：00ｐｍ 

19日(土) 災害対応について学ぶ会 

       大宮教会 10：00ａｍ 

20日(日) ホームページ委員会 

       西川口教会 4：00ｐｍ 

20日(日)～21日(月) 青年部一泊修養会 

       渋川教会 

23日(水) 第15回障教懇(アーモンドの会) 

       埼玉和光教会 10：00ａｍ 

25日(金) 地区委員会 

       大宮教会 5：00ｐｍ 

27日(日) 壮年部委員会 

       越谷教会 2：30ｐｍ 

28日(月) 最寄り2区教師会 

       鳩山伝道所 10：30ｐｍ 

 

＜追加訂正記事＞ 

8月号の裏面「各委員会・各部名簿」の婦人部に 以下

を追加訂正します。 

・（地区より委嘱）森淑子(狭山) 

・（地区）田中かおる(安行) 

 

9月19日(土) 災害対応について学ぶ会 

  時間 午前10：00～正午 

  会場 大宮教会 

  テーマ 「被災教会として一番伝えたいこと」 
  講師 新井純牧師(十日町教会) 
  ▽今回、新潟中越地震で被災教会の牧師として、

様々なことを経験された新井純先生をお招き

し、先生を通して、突然の災害にどのように対

応され、またその中でどのような連帯と分かち

合いを与えられたかなどをお聞きし、災害の対

応の備えとしたいと思います。各教会より多く

の方のご出席をお待ちしています。     
  【問い合わせ】三羽善次(和戸) ☎0480-32-2112 
 

9月20日(日)～9月21日(月) 青年部一泊修養会 

  会場 渋川教会（群馬県渋川市） 

  宿泊 あずま森林公園キャンプ場ロッジ 

  集合場所 川越教会15：00 

       （14：45に川越駅西口に送迎有） 

  テーマ 「愛～かみさまがくれたもの～」 

  申込締切 9月7日(月) 

  申込先 山岡創(坂戸いずみ) ℡049-283-0330 

  参加費 4,500円 

  ▽詳細につきましては各教会へ案内を郵送してお

りますのでご確認をお願いします。 

伊香保温泉街観光もあります。青年同士の主に

ある豊かな交わりをしましょう。 

1日だけの参加も勿論大丈夫です。 

 【問い合わせ】山岡創（坂戸いずみ）☎049-283-0330

 

≪10月、11月の情報をお寄せください≫ 

各個教会の情報もお寄せください。 

◎ＦＡＸ：048-979-1057 

◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

 9月23日(水・祝) 第15回障がいを負う人々と共に 

生きる教会を目指す懇談会（アーモンドの会） 

  時間 午前10：00～午後4：00 

会場 埼玉和光教会 

主題「発達障がいをめぐって」 

～ユニバーサルな教育をめざして～   

講師 戸田昌子先生(小学校教諭) 

(特別支援教育士ス－パーバイザー） 

  証  森晶子さん(埼玉和光教会委員) 

会費 1,000円（昼食代込み） 

申込 できるだけ教会ごとにファクスでお申し 

込みください。或いは郵送。個人で申し込 

まれても差し支えありません。  

     ℡＆fax 048-648-7115（石川） 

   締切 9月8日(火) 

 【問い合わせ】長尾邦弘(小川) ☎0493-72-4909 

来月の集会案内等 

10月31日(土) 伝道と賛美の集い 

  時間 午後2：00～4：00 

  会場 日野原記念上尾栄光教会 

  テーマ 「暗い世界に、光を 

－ 愛の讃美とメッセージ －」 

第一部 音楽会 

    出演 上尾グローリー合唱団 

       三谷彰夫(バス独唱) 

       小林貴子(ソプラノ独唱) 

       千葉恵子(ピアノ独奏) 

    曲目 神の御子にますイエス、アメージング 

グレイス、ああ主よわれを、他 

第二部 メッセージとフリートーク 

  メッセージ 神田英輔氏 

(日本国際飢餓対策機構特命大使)  

  ▽皆様のご参加を心よりお待ちています。 

  ※一部内容変更をする場合があります。 

【問い合わせ】竹内紹一郎(深谷西島) ☎048-575-2723 
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来月の集会案内等 
10月17日(土) 秋の教会音楽講習会 

時間 午後1：30から 

会場 大宮教会  

  テーマ「葬儀の奏楽」 

  講師 木田みな子先生  

 【問い合わせ】長尾愛子(小川) ☎0493-72-4904  

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7日(月) 午前10：30～午後1：00 

  会場 七里伝道所 

  礼拝 風間直次郎牧師(七里) 

  発題 山野忠男牧師(白岡) 

  会費 1,000円 

 【問い合わせ】石神稔(西上尾) ☎048-863-9476 

 

 最寄り2区教師会のご案内  

日時 9月28日(月) 午前10：30から 

会場 鳩山伝道所 

礼拝 深見祥弘牧師(東所沢) 

発題 藍田修牧師(鳩山) 

【問い合わせ】繪鳩アツエ(越生) ☎03-3953-9641 

 

【各個教会関係】 

 北本教会伝道集会のご案内 

日時 9月12日(土) 午後2：00～4：00 

会場 北本教会 

講演 「老いも輝く人生を」 

講師 児島康夫先生 

(川越キングスガーデン施設長) 

【問い合わせ】石川栄一(北本) ☎048-591-1558 

  武蔵豊岡教会特別伝道集会「チャペルコンサート」

  のご案内  

日時 9月13日(日) 午後2：00から 

会場 武蔵豊岡教会 

出演 ベドウ路得子（ルツコ）さん 

▽モノが溢れる豊かな時代。わたしたちは幸せで

すか？ たとえ物質面で満たされていても、人生

の歩みに疲れを感じていませんか？ 

その様な気持ちをお持ちの方、どうぞこのコン

サートにお出かけ下さい。私たちと一緒に心を

響かせましょう。参加は無料です。 

ご家族の方々と一緒にご来場下さい。 

【問い合わせ】栗原清(武蔵豊岡) ☎04-2965-4348 

 

 埼玉和光教会「特別伝道礼拝と教育講演会」の

  ご案内  

日時 9月27日（日） 

会場 埼玉和光教会 

① 特別伝道礼拝  午前10：30～11：45  

    説教題 「破れ口に仁王立ち」 

② 教育講演会  午後1：30～3：00 

    講演題 「土ぼこりに舞う天使」 

講師 市橋隆雄先生 

    （ケニア キューナ教会コミュニティセンター

宣教師） 

▽入場無料。お子さま連れの方のためにビデオ 

ルームも用意します 

【問い合わせ】埼玉和光教会 ☎048-461-2177 

 

 東京チャペルコンサートのご案内 

日時 9月27日(日) 午後3：00から 

会場 東京聖書学校吉川教会 

ゲスト 井上とも子師(チェロ) 

説教 日下部繁師 

証し 米田昭三郎兄 

【問い合わせ】東京聖書学校吉川教会 ☎048-982-5064

 【一般関係】 

 東京聖書学校「公開講座」のご案内 

日時 9月4日(金) 午前9：00～12：00 

会場 東京聖書学校 

テーマ 「現代社会におけるいやしの共同体」 

講師 横手征彦先生(前金城学院大学教授) 

受講料 1,000円(昼食代含む) 

申込 電話、FAXにて8月24日(月)までにお申し 

込み下さい。 

    電話048-982-5064 FAX048-982-5094 

【問い合わせ】東京聖書学校 ☎048-982-5064 

 

【教区・教団関係】 

 日本基督教団神の愛キリスト伝道所開設式

  日時  9月13日(日)  午後3：00から 

  会場 竜ヶ崎教会(茨城地区) 

  司式 疋田國麿呂牧師(関東教区議長) 

  【問い合わせ】小池与之祐(神の愛キリスト) 

           ☎0299-80-4700 

 

「狭山事件の再審を求める市民集会」と 

「キリスト者前段集会」のご案内 

  日時 9月15日(火)   午前11：00～午後4：30 

  会場 日比谷公園野外音楽堂(地下鉄霞ヶ関下車) 

           (講壇に向かって左手前方の紫の荊冠旗の

ところに集合) 

  呼びかけ 教団部落解放センタ－ 

  【問い合わせ】生地善人(筑波学園) 

☎029-851-1713  

報 告 

【集会参加者数】 

・教会全体修養会 (8／10～12)   116名・29教会 

・中学生高校生夏期キャンプ (8／12～14) 

                  41名・17教会 

・平和を求める8・15集会 (8／15) 98名・31教会 
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