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11 月の予定

9 日(月) 婦人部委員会
大宮教会 10：00ａｍ
最寄り 1 区教師会
浦和東教会 10：30ａｍ
最寄り 3 区教師会
鴻巣教会 10：30ａｍ
11 日(水) 第 1 ブロック最寄り婦人研修会
久美愛教会 10：00ａｍ
17 日(火) 教育委員会
初雁教会 4：00ｐｍ
20 日(金) 地区四役会
東所沢教会 4：00ｐｍ
23 日(月) ＣＳ生徒大会
聖学院みどり幼稚園 10：30ａｍ
24 日(火) 地区委員会
大宮教会 5：00ｐｍ
29 日(日) 壮年部講演会
大宮教会 2：30ｐｍ
30 日(月) 最寄り 2 区教師会
東松山教会 10：30ａｍ
【関東教区の主な予定】
28 日(土) 秋季按手礼准允式
大宮教会 10：30ａｍ

今月の集会案内等
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
(受付開始 午前 9：30)
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】鈴木悦子(久美愛) ☎048-884-7023
最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。

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

{ 最寄り 2 区教師会のご案内
日時 11 月 30 日(月) 午前 10：30 から
会場 東松山教会
礼拝 森淑子牧師(狭山)
発題 金岡秀樹牧師(東松山)
【問い合わせ】繪鳩アツエ(越生) ☎03-3953-9641

11 月 29 日(日) 壮年部講演会
時間 午後 2：30〜5：00
会場 大宮教会
第一部 開会礼拝
説教 疋田國磨呂牧師(大宮)
第二部 講演「四世代が喜び集う教会形成
〜高座教会の取り組み〜」
講師 松本雅弘牧師
(カンバーランド長老キリスト教会高座教会)
【問い合わせ】松下充孝(大宮) ☎048-652-0543

a群馬地区大会のご案内
日時 11 月 23 日(月) 午前 10：15〜午後 3：00
会場 共愛学園中・高礼拝堂
(前橋市小屋原 1115-3)
講演 「音楽による祈りのケア『リラ・プレカリ
ア(祈りのたて琴)』の働き」
講師 キャロル・サックさん
(日本福音ル−テル社団
「リラ・プレカリア」プログラム責任者)
申込締切 11 月 14 日
申込先 森村和泰(☎・FAX 0276-38-1625)

お知らせ・お願い
【地区・教区関係】
a 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
内容 ①礼拝 永井二三男牧師(浦和東)
②発題 佐々木佐代子牧師(七里)
③次期教師委員互選
④近況報告・諸連絡・昼食懇談
(昼食代：1,000 円)
【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 9 日(月) 午前 10：30 から
会場 鴻巣教会
礼拝 篠原愛義牧師(鴻巣)
発題 遠藤公義教区巡回教師
【問い合わせ】篠原愛義(鴻巣) ☎048-541-0643
http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/

【各個教会関係】
武蔵豊岡教会「バザー」のご案内
日時 11 月 3 日(火・祝)
午前 10：00〜午後 2：00 雨天決行！
会場 武蔵豊岡教会
内容 食事コーナー、雑 貨、衣 類、手芸品他
▽毎年恒例となりました『武蔵豊岡教会バザー』
です。掘り出し物あります。売り切れ次第終了
ですので、お早めにお越しください。見るだけ
でも大歓迎です。
」
▽お車でのご来場はご遠慮ください。
【問い合わせ】栗原清(武蔵豊岡) ☎04-2962-6191
* 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
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お知らせ・お願い
和戸教会「特別伝道礼拝」他のご案内
①特別伝道礼拝
日時 11 月 8 日(日) 午前 10：30 から
会場 和戸教会
説教者 船本弘毅先生(関西学院大学名誉教授)
説教主題 「なにゆえイエスは」
②教会バザー
日時 11 月 21 日(土) 午前 11：00〜午後 1：00
会場 和戸教会
③第 10 回教会コンサート
日時 11 月 28 日(土) 午後 1：30(開演)
会場 和戸教会
出演 柳瀬洋氏(クラリネット)
柳瀬佐和子氏(ピアノ)
費用 500 円(コーヒー＆手作りケーキ付)
【問い合わせ】三羽善次(和戸) ☎0480-32-2112

☺ 越谷教会・越谷附属幼稚園共催バザーのご案内
日時 11 月 3 日(火) 午前 10：00 から
会場 越谷教会
内容 雑貨・衣類・手芸品販売、食事コーナー他
▽お車でのご来場はご遠慮ください。
【問い合わせ】越谷教会 ☎048-962-2743

 2009 年毛呂教会コンサートのご案内
日時 11 月 21 日(土) 午後 2：00 から
会場 毛呂教会
内容「飯靖子と洗足学園の仲間たち」のコーラス
▽入場無料
【問い合わせ】小室洋一郎(毛呂) ☎049-294-8151

 狭山伝道所「ほっと・たいむ・コンサート」
のご案内
日時 11 月 8 日(日) 午後 2：00〜4：00
会場 狭山伝道所
演奏者 平山奈緒子(ピアノ)、平山直(チェロ)、
平山創(ヴァイオリン・ヴィオラ)
渡部咲耶(ヴァイオリン・ヴィオラ)
霜村真由美(ヴァイオリン)
曲目 モーツアルト：アイネ・クライネ他
ガーシュイン：アイ・ガット・リズム他
【問い合わせ】森淑子(狭山) ☎04-2954-8131

三芳教会「バザー」のご案内
日時 11 月 23 日(月・祝)
午前 11：00〜午後 2：00 （雨天決行）
会場 三芳教会
▽手作り品や日用品、軽食などをご用意しており
ます。また今年は子供向けにクジコーナーを新
設しました。お時間がありましたら、ぜひお寄
りください。教会員一同お待ちしております。
【問い合わせ】三芳教会(柿本俊子) ☎049-258-3766

 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

 岩槻教会「チャーチ・コンサート」のご案内
日時 12 月 13 日(日) 午後 1：30〜3：00
会場 岩槻教会
内容 オルガン演奏とメッセージ他
演奏者 安藤政泰(ルーテル教団牧師)
▽入場無料
【問い合わせ】川中真(岩槻) ☎048-756-0468

~ 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
会場 西川口教会
 桶川伝道所「チャリティーコンサート」のご案内
講師 吉岡光人牧師(吉祥寺教会)
日時 12 月 27 日(日) 午後 2：30 から
説教「主に委ねて生きる」
 上尾合同教会「特別伝道礼拝」のご案内
会場 桶川伝道所
②講演会
日時 11 月 15 日(日)
出演 アンサンブルサンクチュエール
日時 11 月 8 日(日) 午後 1:00 から
会場
上尾合同教会
下公子氏、天野源悦氏、了戒葉子氏(声楽)
会場 西川口教会
礼拝 午前 10：15 から
原美和子氏(ヴァイオリン独奏、デュオ)他
講師 吉岡光人先生
説教
ネイサン・ブラウネル宣教師
費用
1,100 円(茶菓付)
▽吉岡先生は、現在、雑誌「信徒の友」編集長、
子ども礼拝 午後 0：30 から
目的 会堂メンテナンスの為
キリスト教カウンセリングセンター研修所講師
▽元教会学校生徒の出演に喜びつつ、お待ち申し
ワークショップ
のぞみ・ブラウネル宣教師
・同理事、聞くという奉仕について講演いただ
▽フィギュアや教具を用いて実演する聖書物語
上げております。駐車場何台でも。
きます。近隣の方、ぜひいらしてください。
【問い合わせ】上尾合同教会 ☎048-771-6549
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036
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