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10 月の予定

7 日(木) 第 6 ブロック最寄り婦人研修会
所沢武蔵野教会 10：00ａｍ
11 日(月) 秋の中学生ＫＫＳフェスタ
川越教会 10：30ａｍ
秋の教会音楽講習会
大宮教会 1：30ｐｍ
12 日(火) 第 2 ブロック最寄り婦人研修会
浦和東教会 10：00ａｍ
16 日(土) 第 4 ブロック最寄り婦人研修会
上尾合同教会 1：00ｐｍ
17 日(日) 社会活動委員会・社会委員会
上尾合同教会 3：00ｐｍ・5：00ｐｍ
19 日(火) 教育委員会
初雁教会 6：00ｐｍ
24 日(日) 伝道と賛美の集い
越生みどり幼稚園 2：00ｐｍ
26 日(火) 教師委員会
大宮教会 2：00ｐｍ
【教団関係】
26 日(火)〜28 日(木) 第 37 回教団総会
池袋メトロポリタンホテル
≪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
【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
最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。

今月の集会案内等
10 月 7 日(木) 第 6 ブロック最寄り婦人研修会
時間 午前 10：00〜午後 2：00
会場 所沢武蔵野教会
講師 三永旨従牧師(所沢武蔵野)
講演題 「死から命へ」
聖書 エフェソの信徒への手紙 2 章 1〜10 節
【問い合わせ】所沢武蔵野教会 ☎04-2926-8225
10 月 11 日(月・祝) 秋の中学生ＫＫＳフェスタ
時間 午前 10：30〜午後 2：30
会場 川越教会
内容 文集づくり、カレーパーティー、小礼拝
▽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。今年から中学生ＫＫＳ
思い出会から名称が変更しました。
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330
10 月 11 日(月・祝) 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 「賛美歌の歴史Ⅱ」
講師 塚本潤一 先生(日本基督教団讃美歌委員)
会費 500 円（事前の申し込みは必要ありません）
▽讃美歌 21 をお持ちの方はご持参ください。
主催 教会音楽委員会
【問い合わせ】長尾愛子(小川) ☎0493-74-2027

10 月 16 日(土) 第 4 ブロック最寄り婦人研修会
時間 午後 1：00〜3：30
会場 上尾合同教会
講師 松浦義夫牧師
講演題 「妻と夫 −社会の最小単位−」
聖書 エフェソの信徒への手紙 5 章 21〜33 節
【問い合わせ】上尾合同教会 ☎048-771-6549
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

来月の集会案内等
11 月 3 日(水・祝) ＣＳせいと大会
時間 午前 10：00〜午後 2：30
会場 森林公園
説教 長尾邦弘牧師(小川)
▽なお、ＣＳ賛助金について納入方法が変わりま
す。せいと大会に合わせて案内を送りますので
ご覧ください。
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330

10 月 12 日(火) 第 2 ブロック最寄り婦人研修会
11 月 13 日(土) 第 3 ブロック最寄り婦人研修会
時間 午前 10：00〜12：00
時間 午前 10：00〜午後 2：00
会場 浦和東教会
会場 越谷教会
講師 東後勝明氏
講師 石橋秀雄牧師(越谷)
講演題「ありのままにを生きる〜私の体験から〜」
講演題 「キリストの祝福に満たされて」
【問い合わせ】浦和東教会 ☎048-882-4851
【問い合わせ】越谷教会 ☎048-962-2743
(右上へ続く)
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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お知らせ・お願い
【地区関係】
a 最寄り 3 区教師会のご案内
日時 11 月 8 日(月) 午後 4：30 から
会場 行田教会
礼拝 清水与志雄牧師(行田)
発題 浦部牧子牧師(加須)
▽ご出席は食事の準備の為、4 日前までに会場教会
までご返事下さい。
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921
【各個教会関係】
¬ 紙折り機(中古)無償譲渡します
メーカー：内田洋行
型式：Ｆ−7Ｎ型
対応用紙サイズ：Ａ3、Ａ4、Ｂ4、Ｂ5
寸法等：470Ｗ×560Ｄ×390Ｈ、17kg、ＡＣ100Ｖ、
週報の二つ折りをする為購入しましたが、ほとん
ど使っていません。取り扱い説明書もあります。
【問い合わせ】岡嵜(深谷) ☎048-598-5432
¡ 熊谷教会FAX番号変更のお知らせ
熊谷教会では 8 月 27 日よりファックス専用番号を
取得しました。
番号は、048-577-8160 です。

= 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
* 桶川伝道所開所 19 周年記念感謝礼拝及び祝会の
ご案内
日時 10 月 17 日(日)
会場 桶川伝道所
内容 感謝礼拝、祝会、ミニコンサート、
お祝いの言葉
▽地区の協力伝道の初穂として 19 年前に桶川伝
道所が生み出され、
2000 年に新会堂が与えられ、
今に至るまでお祈りを感謝いたします。
地区内外の教会と信徒方の尊いおささげものを
賜わり、桶川伝道所が伝道活動をして来られま
したことを改めて、地区の皆様に心より感謝申
し上げます。
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921
上尾合同教会 50 周年記念公開講座のご案内
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
(Ⅰの公開講座は 9 月 19 日に終了)
【問い合わせ】秋山徹(上尾合同) ☎048-771-6549

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
 西川口教会創立 60 周年記念礼拝のご案内
日時 11 月 21 日(日) 午前 10：30 から
会場 西川口教会
講師 横山義孝(よしなり)牧師(東京新生教会)
「内におられるキリスト 栄光の希望」
立証 横山静子先生(東京新生教会)
▽皆様のお出でを心からお待ちしています。
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036
< 埼玉新生プレイズファミリーコンサート
日時 11 月 27 日(土) 午後 2：00 から
会場 埼玉新生教会
テーマ キリストの愛
▽ＰＦ（プレイズファミリー）のコンサートです。
幼児からユースメンバーが、今年も熱い讃美を
ささげます。ダンスチームが初登場します。
ＣＳの教師や生徒においでいただきたいです。
駐車場あり。
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379

 大宮教会「パイプオルガン演奏会」のご案内
日時 10 月 10 日(日) 午後 3：00 から
【一般関係】
会場 大宮教会
{ 東京神学大学埼玉地区後援会主催講演会のご案内
演奏者 ジャン＝フィリップ・メルカールト
日時 11 月 14 日(日) 午後 3：00〜5：00
(聖グレゴリオの家宗教音楽研究所講師)
会場 大宮教会
曲目 いざ来たれ、異邦人の救い主よ他
講師 小友聡教授(東京神学大学)
入場料 1,000 円(小・中学生 500 円／当日受付)
【問い合わせ】大島健一(大宮) ☎048-643-4672
【問い合わせ】大宮教会 ☎048-641-6148
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