
埼玉地区月報 No.154 2009.9.24発行 今月の集会案内等 

     10月の予定 

 6日(火) 教師委員会 

       大宮教会 2：00ｐｍ 

 9日(金) 第3ブロック最寄り婦人研修会 

       春日部教会 10：00ａｍ 

     婦人部委員会 

       大宮教会 10：00ａｍ 

12日(月) 中学生・ＫＫＳキャンプ思い出会 

       武蔵豊岡教会 10：30ａｍ 

13日(火) 第2ブロック最寄り婦人研修会 

       埼玉新生教会 10：00ａｍ 

     第5ブロック最寄り婦人研修会 

       坂戸いずみ教会 10：00ａｍ 

17日(土) 秋の教会音楽講習会 

       大宮教会 1：30ｐｍ 

18日(日) 社会活動委員会・社会委員会 

       埼大通り教会 3：00ｐｍ 

24日(土) 第7ブロック最寄り婦人研修会 

       深谷西島教会 10：00ａｍ 

25日(日) 第4ブロック最寄り婦人研修会 

       西上尾教会 2：00ｐｍ 

27日(火) 第6ブロック最寄り婦人研修会 

       所沢みくに教会 10：00ａｍ 

教師委員会 

  大宮教会 2：00ｐｍ 

31日(土) 伝道と賛美の集い 

       日野原記念上尾栄光教会 2：00ｐｍ 

報 告 

【集会参加者数】 

・災害対応について学ぶ会 (9／19) 

            17名・14教会 

 

10月9日(金) 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 春日部教会 

  講師 白石多美出牧師(春日部) 

  講演題 「人間関係について  

－親子関係の在り方－」 

  【問い合わせ】春日部教会 ☎048-752-3867 

 

10月12日(月・祝) 中学生ＫＫＳキャンプ思い出会 

  時間 午前10：30～午後2：30 

  会場 武蔵豊岡教会 

  内容 キャンプ文集作り、礼拝、バーベキューと

     交流の時 

  参加費 300円(交通費は地区で負担します) 

  ▽キャンプに参加しなかった中学生・高校生も 

どうぞご参加ください。 

   出欠の返事を10月9日(金)ころまでに、坂戸 

   いずみ教会までお願いします。 

 【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330

 

10月13日(火) 第2ブロック最寄り婦人研修会 

  時間 午前10：00～12：00 

  会場 埼玉新生教会 

  講師 国吉栄氏 

  講演題 「近代幼児教育の曙 

      －キリスト教諜者と幼稚園との出会い」

  【問い合わせ】埼玉新生教会 ☎048-852-1379 

 

10月13日(火) 第5ブロック最寄り婦人研修会 

  時間 午前10：00～午後2：00 

  会場 坂戸いずみ教会 

  講師 山岡創牧師(坂戸いずみ) 

  講演題 「キリストの祝福に満たされて」 

  【問い合わせ】坂戸いずみ教会 ☎049-283-0330 

 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 

 

10月24日(土) 第7ブロック最寄り婦人研修会 

  時間 午前10：00～午後1：00 

  会場 深谷西島教会 

  講師 竹内紹一郎牧師(深谷西島)  

  講演題 「エフェソと歴史」 

  【問い合わせ】深谷西島教会 ☎048-575-2723 

 

10月25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 西上尾教会 

  講師 山野裕子牧師(白岡) 

  講演題 「神の家族の祈り」 

  【問い合わせ】西上尾教会 ☎048-863-9476 

 

10月27日(火) 第6ブロック最寄り婦人研修会 

  時間 午前10：00～午後0：30 

  会場 所沢みくに教会 

  講師 最上光宏牧師(所沢みくに) 

  講演題 「キリストの祝福に生きる 

          － 真の“幸”とは －」 

【問い合わせ】所沢みくに教会 ☎04-2929-0682 

 

 

≪11月、12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。 

締切は毎月20日、ホームページにも掲載します。 

(ホームページには締切はありません) 

◎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。  http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/    制作：ホームページ委員会   発行：埼玉地区委員会 
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今月の集会案内等 
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 「闇の世界に輝く光」 

第一部 愛と恵みのコンサート 

    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 アメージンググレイス、アベマリア、 

リスト、証し、他 

第二部 メッセージ 

  神田英輔氏(日本国際飢餓対策機構特命大使)

  「地球を襲う飢餓の世紀を、私たちは 

               どう生きる？」

  ▽皆様のご参加を心よりお待ちています。 

【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11日(水) 第1ブロック最寄り婦人研修会 

  時間 午前10：00～12：00 

  会場 久美愛教会 

  講師 李秀雲牧師(埼玉中国語礼拝) 

  講演題 「神からの報い」 

  【問い合わせ】久美愛教会 ☎048-873-4566 

 

11月23日(月・祝) ＣＳ生徒大会 

  時間 午前10：30～午後2：30 

  会場 聖学院みどり幼稚園 

  説教 清水与志雄牧師(行田) 

  内容 礼拝・教会紹介・「みんなであそぼう」 

  【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330

 【各個教会関係】 

 所沢みくに教会「チャペル・コンサート」のご案内 

日時 10月11日(日) 午後1：30から 

会場 所沢みくに教会 

内容 クラリネット演奏とメッセージ 

演奏 柳瀬洋氏 

(ユーオディア管弦楽団・合唱団代表) 

     伴奏：柳瀬佐和子氏 

曲目 歌のつばさに、ユモレスク、他 

▽当日、午前10時30分から日曜礼拝がもたれ、

柳瀬洋氏によるクラリネットによる讃美と証し

最上光宏牧師による説教がなされます。 

どなたでもお気軽においでください。 

【問い合わせ】最上光宏(所沢みくに) ☎04-2929-0682

 

 大宮教会「オルガン演奏会」のご案内  

日時 10月11日（日） 午後3：00から 

会場 大宮教会 

演奏者 徳岡めぐみ氏(東京芸術大学非常勤講師)

          (国際基督教大学オルガニスト)

費用 1,000円(子ども500円) 

【問い合わせ】大宮教会 ☎048-641-6148 

 

 西川口教会「秋の特別集会」のご案内 

①特別礼拝 

 日時 11月8日(日) 午前10:30から 

講師 吉岡光人牧師(吉祥寺教会) 

説教「主に委ねて生きる」 

  ②講演会 

日時 11月8日(日) 午後1:00から 

講師 吉岡光人先生 

▽吉岡先生は、現在、雑誌「信徒の友」編集長、

キリスト教カウンセリングセンター研修所講師

・同理事、聞くという奉仕について講演いただ

きます。近隣の方、ぜひいらしてください。 

 【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036

  浦和別所教会「2009年秋のジョイフル・アワー 

  Ⅰ、Ⅱ」のご案内 

  日時 10月24日(土) 午後3：00から 

        (開場2：30より、入場無料) 

     10月25日(日) 午前10：30から 

 (日曜礼拝、自由献金) 

  会場 浦和別所教会 

  講師 榊原寛師 

(前ライフ・ラインのパーソナリティー) 

   ☆★賛美と交わりの時をもちつつ☆★ 

 【問い合わせ】山田称子(浦和別所) ☎048-861-4210 

 

 埼玉新生教会ＰＦコンサートのご案内 

  日時 11月14日(土) 午後2：00～4：00 

  会場 埼玉新生教会 

  内容「絆－きずな」をテーマに、プレイズファミ 

リーが賛美します。教会学校の教師やスタ 

ッフの方、生徒と一緒においでください。 

 【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

 

【地区関係・一般関係】 

 最寄り1区教師会のご案内 

  日時 11月9日(月) 午前10：30～午後1：00 

  会場 浦和東教会 

  礼拝 永井二三男牧師(浦和東) 

 発題 佐々木佐代子牧師(七里) 

「マサチューセッツ湾コロニーの聖餐式理解」 

▽次期教師委員互選・近況報告その他 

【問い合わせ】石神稔(西上尾) ☎048-863-9476 

 

 アジア教会婦人会議(ACWCJ)日本委員会一日研修会  

日時 10月30日(金) 午前10：30～午後3：00 

会場 富士見町教会 

主題  「ぶどう園の中で何が起きたのか」 

聖書研究 張田直子少佐(救世軍川口小隊) 

参加費 1,000円(昼食代含む) 

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 


