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     9月の予定 

 6日(月) 最寄り1区教師会 

       川口教会 10：30ａｍ 

     最寄り3区教師会 

       北本教会 10：30ａｍ 

 7日(火) 地区委員会 

       飯能教会 5：00ｐｍ 

13日(月) 伝道委員会 

       埼玉新生教会 6：30ｐｍ 

19日(日) ホームページ委員会 

       西川口教会 4：00ｐｍ 

     アーモンドの会委員会 

       埼玉和光教会 4：00ｐｍ 

19日(日)～20日(月) 青年部一泊修養会 

       フレンドシップハイツよしみ 

23日(木) 第16回アーモンドの会 

       埼玉和光教会 10：00ａｍ 

26日(日) 壮年部委員会 

       春日部教会 2：30ｐｍ 

教会・教師の動き 

10月24日(日) 伝道と賛美の集い 

  時間 午後2：00～4：00 

  会場 越生みどり幼稚園 

     (会場教会は越生教会) 

  第一部 礼拝 メッセージ  

繪鳩アツエ牧師(越生) 

  第二部 賛美の時 

      佐渡寧子姉(歌手・女優) 

            (イムマヌエル桂木教会員) 

  第三部 佐渡寧子姉を囲んで 

  ▽佐渡姉は劇団四季で活躍されていました。 

 【問い合わせ】山ノ下恭二(東大宮) ☎048-684-5323

 

9月19日(日)～20日(月・祝) 青年部一泊修養会 

  会場 フレンドシップハイツよしみ（吉見町） 

テーマ 「友 ～ 神さまといっしょの交わり」 

講師 大下正人牧師（福島県・小高伝道所） 

     ※かつての埼玉地区青年部委員長です。 

  参加費 4,500円 

▽部分参加可能、20日のレクは川越観光の予定。

【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330

 

9月23日(木・祝) 第16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 (受付9：30) 

会場 埼玉和光教会 

主題「老いと孤独を支えて」 

講師 リタ・ボルジーさん 

(特定非営利法人 山友会 看護師) 

(メリノール女子修道会 修道士) 

  ※山友会とは山谷地区のカトリック医療機関 

  証  安永直美さん(埼玉和光教会員) 

  会費 1,000円(昼食代を含む) 

  申込ＦＡＸ 048-648-7115(石川)  

       (出来るだけ教会毎にお申込ください)

  締切 9月10日 

【問い合わせ】長尾邦弘(小川) ☎0493-72-4904 

報 告 

【各集会参加者数】 

○ 中学生・ＫＫＳキャンプ (8／11～13) 

             51名・19教会 

○ 8・15集会 (8／15)  80名・26教会 

 

≪10月、11月の情報をお寄せください≫ 

◎ＦＡＸ：048-979-1057 

◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

 

【地区関係】 

 最寄り1区教師会のご案内 

  日時 9月6日(月) 午前10：30～午後1：00 

  会場 川口教会 

  発題「マタイの宣教理解」 

     木村勝則牧師(日野原記念上尾栄光) 

  会費 1,000円 

  【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039 

 

 最寄り3区教師会のご案内  

日時 9月6日(月) 午前10：30から 

会場 北本教会 

礼拝 岡村紀子牧師(北鴻巣集会所) 

発題 石川栄一牧師(北本) 

会費 1,000円 

▽食事の準備の為、4日前に葉書かファックスで 

 出欠のお返事をお願いします。 

【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 

 教職メーリングリストの登録のお願い 
  災害対応委員会では、災害時の緊急連絡網として 
インターＦＡＸの連絡網の他に、埼玉地区教職 
メーリングリストを利用しています。現在の登録

者は教職33名です。 
  メールアドレスをお持ちの教職の方は、担当の 
  豊川昭夫兄宛、ＥメールまたはＦＡＸでお知らせ 
ください。登録をいたします。 

  なお、現在葬儀関係などの緊急連絡にも使ってい 
ます。 

    ・Eメール: toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

    ・ＦＡＸ：048-979-1057 
 【問い合わせ】三羽善次(和戸) ☎0480-32-2112 

 

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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【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 9月27日(月) 午前10：30～午後2：30 

会場 大宮教会 

主題「キリストの祝福に満たされて」 

     － エフェソの信徒への手紙を学びつつ － 

講師 疋田國磨呂牧師(大宮) 

発題者 ①松本宏子姉(水海道) 

       森谷エイ子姉(越谷) 

       ②二宮めぐみ牧師(勝田) 

参加費 1,000円(昼食代、その他) 

申込 教会毎にまとめて桜井地区婦人部委員長 

まで 

締切 8月30日 

▽一人でも多くの方の御参加をお待ちいたして居 

ります。 

【問い合わせ】桜井貞子(北本) ☎048-524-4914 

教会・教師の動き 

▽ 8月16日、白岡伝道所・山野忠男牧師が逝去され 

8月18日に前夜式(御自宅・司式：山野裕子牧師)、

8月19日に出棺式・火葬前式が行われました。 

なお、御遺族の御意志により近親者のみで行われ、 

葬儀は次の通り行われます。 

・日時 9月7日(火) 午後3：00 

・会場 埼玉和光教会 

・司式 柏木英雄牧師 

・説教と聖餐式 小島誠志牧師 

・会場の園庭は駐車出来ません。 

▽ 8月12日、前菖蒲教会・相良哲生補教師が逝去さ 

れました。8 月 14 日に小松川教会で葬儀(司式：

佐々木良子牧師)が行われました。 

 

【各個教会関係】 

 上尾合同教会50周年記念公開講座のご案内 

  Ⅰ．9月19日(日) 礼拝後(午後1：00) 

   「映像を通して見るローマ帝国の歴史」 

    松本宣郎先生(宮城学院学院長)  

   Ⅱ．10月23日(土) 午後1：00 

   「ユダヤ教と平和の問題」 

    大島力牧師(青山学院大学宗教主任)  

    Ⅲ．11月6日(土) 午後1：00 

    講演題目未定 

    姜尚中先生(東京大学大学院情報学環・ 
学際情報学府教授) 

  Ⅳ．12月4日(土) 午後2：00 

J.S.バッハ クリスマス・オラトリオ 

演奏：東京バロックスコラーズ 

指揮：三澤 洋史 

 【問い合わせ】秋山徹(上尾合同) ☎048-771-6549 

 

 鴻巣教会創立90周年記念特別伝道礼拝のご案内 

日時 9月26日(日) 午前10：30から 

会場 鴻巣教会 

講師 阿久戸光晴牧師(聖学院大学学長) 

説教 「キリストの平和」 

特別伝道講演会 午後2：00から 

『絵本に示された「いのちの祝福」 

     －キリスト教教育の可能性を探究して－』 

▽午後の講演会の時はお子さまの託児を致します 

【問い合わせ】篠原愛義(鴻巣)  ☎048-541-0643 

 

【郵便振込先口座番号】 

名  称 日本基督教団 埼玉地区 

口座番号 ００１３０－２－４１３１２７ 

 ☺ 北本教会「秋の伝道集会」のご案内
  日時 9月25日(土) 午後2：00～4：00 

  会場 北本教会 

  講師 坪井節子先生(弓町本郷教会員) 

       (東京弁護士会子どもの 

人権救済センター相談員) 

 【問い合わせ】石川栄一(北本) ☎048-591-1558 

 

 所沢みくに教会創立40周年記念礼拝・感謝会の

 ご案内 

  日時 10月10日(日) 午前10：30から 

  説教 谷脇正紀牧師(草加) 

  感謝会 午後2：00～3：30 

【問い合わせ】最上光宏(所沢みくに) ☎04-2929-0682

 

 ライフ・ラインの集いin浦和別所教会のご案内

  日時 10月23日(土) 午後2：00～4：00 

  会場 浦和別所教会 

  司会・メッセンジャー 関根弘興師 

(PBAライフラインメインパーソナリティ) 

  音楽ゲスト コパン 

  ▽入場無料  

(埼京放送伝道協力会への自由献金あり) 

  【問い合わせ】山田称子(浦和別所) ☎048-861-4210

 

【一般関係】 

 東京聖書学校「公開講座」のご案内 

日時 9月9日(木) 午前9：00～12：00 

会場 東京聖書学校 

テーマ 「僧侶から牧師へ」 

講師 松岡広和師(単立のぞみ教会) 

参加費 1,000円(昼食付) 

申込 東京聖書学校 ℡048-982-5064  

Fax048-982-5094 

【問い合わせ】深谷春男(東京聖書学校吉川)  

☎048-982-5064 

 

(追加記事) 

8月号の裏面「2010年度埼玉地区各委員会・各部名簿」

の教育委員会に川中真牧師を追加します。 
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