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11 月の予定
3 日(水) ＣＳせいと大会
森林公園 10：00ａｍ
5 日(金) 第 1 ブロック最寄り婦人研修会
西川口教会 10：00ａｍ
8 日(月) 婦人部委員会
東大宮教会 10：00ａｍ
最寄り 3 区教師会
行田教会 4：30ｐｍ
12 日(金) 第 7 ブロック最寄り婦人研修会
秩父教会 10：30ａｍ
13 日(土) 第 3 ブロック最寄り婦人研修会
越谷教会 10：00ａｍ
16 日(火) 地区委員会
秩父教会 2：00ｐｍ
19 日(金) 第 5 ブロック最寄り婦人研修会
小川教会 10：30ａｍ
28 日(日) 壮年部講演会
大宮教会 2：30ｐｍ

今月の集会案内等
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)
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330
11 月 5 日(金) 第１ブロック最寄り婦人研修会
時間 午前 10：00〜午後 12：00
会場 西川口教会
講師 深谷美歌子牧師(東京聖書学校吉川)
講演題 「キリストの主権のもとに」
【問い合わせ】西川口教会 ☎048-252-7036
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
11 月 12 日(金) 第 7 ブロック最寄り婦人研修会
時間 午前 10：30 から
会場 秩父教会
開会礼拝 都築英夫牧師(秩父)
証し 秩父教会信徒
【問い合わせ】秩父教会 ☎0494-22-2431
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〜午後 2：30
会場 越谷教会
講師 石橋秀雄牧師(越谷)
講演題 「主の御導(みわざ)を楽しむ」
【問い合わせ】越谷教会 ☎048-962-2743
11 月 19 日(金) 第 5 ブロック最寄り婦人研修会
時間 午前 10：30〜午後 2：00
会場 小川教会
講師 松本栄二氏
講演題 「高齢者、福祉の現場から」
−認知症のお年寄りの中に命の輝きを見る−
【問い合わせ】小川教会 ☎0493-72-4904

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
「埼玉の夜明け」復刻第 4 集仕上がる
2000 年〜2010 年の 10 年分の合本です。
内容が豊富ですので、是非購読し、愛読してくだ
さい。教会での学習会活用には最適です。
代金は１冊 500 円。
【問い合わせ】浅子和夫(和戸・社会委員会)
☎048-974-3530
【一般関係】
{ 東京神学大学埼玉地区後援会主催講演会のご案内
日時 11 月 14 日(日) 午後 3：00〜5：00
会場 大宮教会
講師 小友聡教授(東京神学大学)
講演題 「旧約聖書『知恵文学』に学ぶ」
〜苦難を乗り越えて生きるために〜
聖書 ヨブ記 28 章 20〜28 節
【問い合わせ】大島健一(大宮) ☎048-643-4672

11 月 28 日(日) 壮年部講演会
時間 午後 2：30〜4：30
会場 大宮教会
第一部 礼拝 メッセージ
疋田國磨呂牧師(大宮)
第二部 主題「誰でもホッとする群れに向かって」
【各個教会関係】
講師 清野 勝男子(せいのかつひこ)牧師
☺ 越谷教会・越谷教会附属幼稚園バザーのご案内
(日本同盟基督教団 土浦めぐみ教会)
日時 11 月 3 日(水・祝) 午前 10：00 から
▽講演後、全体討議の時を持ちます。教職、壮年
会場 越谷教会
会、婦人会、青年会の皆様、どうぞ奮ってご出
内容 雑貨・衣類・手芸品販売、食事コーナー他
席下さい。
▽お車でのご来場はご遠慮ください。
【問い合わせ】松下充孝(大宮) ☎048-652-0543
【問い合わせ】越谷教会 ☎048-962-2743
http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/
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お知らせ・お願い
【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(水・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
喫茶コーナー、
▽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 50 周年記念公開講座のご案内
Ⅲ．11 月 20 日(土) 午後 1：00
姜尚中先生(東京大学大学院教授)
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、Ⅱの公開講座は終了済み)
【問い合わせ】秋山徹(上尾合同) ☎048-771-6549

 毛呂教会「Amici Pochi Concert」のご案内
日時 11 月 6 日(土) 午後 2：00 開演
会場 毛呂教会
内容 Amici Pochi Concert
・・・ぽちのひとりごと・・・
演奏 ボーカル：Pochi(毛呂教会牧師)
キーボード：Kei-kun(東京芸術大学卒)
曲目 イタリア歌曲、日本歌曲、讃美歌、
いい歌いろいろ
▽入場無料(自由献金)
児童養護施設神愛ホーム後援会のために
【問い合わせ】毛呂教会 ☎049-294-3444
所沢みくに教会「秋の伝道集会」のご案内
日時 11 月 14 日(日)
会場 所沢みくに教会
①伝道礼拝 午前 10：30 から
説教者 最上光宏牧師
説教 「苦難から希望へ」
②チャペル・コンサート 午後 1：30 から
−愛と希望を求めて−
出演 山路ゆう子とゴスペルクワイア
【問い合わせ】最上光宏(所沢みくに) ☎04-2929-0682
 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

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。また子供コーナーもありますので、お時
間がありましたら是非お寄りください。会員一
同お待ちしております。
【問い合わせ】三芳教会(中山弘隆) ☎049-258-3766
< 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 「つながる主の家族 −愛− 」
▽ＰＦ（プレイズファミリー）のコンサートです。
幼児〜ユースメンバーが、今年も熱いさんびを
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
¬ 武蔵豊岡教会「チャペルコンサート」のご案内
日時 11 月 27 日(土) 午後 2：00 (開場 1：30)
会場 武蔵豊岡教会
演奏 ユーオーディア クラリネット カペレ
(クラリネット演奏)
曲目 クラリネット・ラプソディ、キリストには
かえられません他
▽入場無料
【問い合わせ】栗原清(武蔵豊岡) ☎04-2962-6191

 岩槻教会「チャーチコンサート」のご案内
狭山伝道所「教会音楽会」のご案内
日時 12 月 11 日(土) 午後 1：30 (開場 1：15)
日時 11 月 7 日(日) 午後 2：30〜4：30
会場 岩槻教会
会場 狭山伝道所
1部 大人と子供のページェント
主題 「思いっきり賛美を」
出演者 岩槻教会聖歌隊
歌の指導と賛美と証し 石川正信氏(松沢教会員)
2部
歌とアルトサックス・ピアノ連弾演奏
三芳教会「バザー」のご案内
▽新しい賛美歌やなつかしい賛美歌を歌い、心に
演奏者 西村真奈美・三浦陽子・安東育雄
日時 11 月 23 日(火・祝)
響く歌声に耳を傾けてみませんか。
【問い合わせ】川中真(岩槻) ☎048-756-0468
午前 11：00〜午後 2：00 雨天決行 (右上へ続く)
【問い合わせ】森淑子(狭山) ℡04-2954-8131
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