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9 月の予定

1 日(木) 伝道委員会
鳩山伝道所 2：00ｐｍ
5 日(月) 最寄り 3 区教師会
深谷西島教会 10：30ａｍ
6 日(火) 地区委員会
埼玉新生教会 6：00ｐｍ
9 日(金) 教育委員会
坂戸いずみ教会 6：00ｐｍ
13 日(火) 教師委員会
大宮教会 2：00ｐｍ
18 日(日)〜19 日(月) 青年部一泊研修会
フレンドシップハイツよしみ
20 日(火) 最寄り 2 区教師会
飯能教会 10：30ａｍ
21 日(水) 災害対応委員会
埼玉新生教会 5：00ｐｍ
22 日(木) アーモンドの会委員会
埼玉和光教会 4：00ｐｍ
23 日(金) 第 17 回アーモンドの会
埼玉和光教会 10：00ａｍ
25 日(日) 壮年部委員会
西川口教会 2：30ｐｍ
ホームページ委員会
西川口教会 4：00ｐｍ

教会・教師の動き

今月の集会案内等

来月の集会案内等

9 月 18 日(日)〜19 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
（比企郡吉見町）
テーマ 『今、わたしたちに出来ること』
講師 桜井義也牧師(北川辺伝道所）
参加費 4,500 円
申込締切 9 月 5 日(月)までに以下の電話、又は
メールアドレスまでご連絡下さい
野澤幸宏 ☎070-5547-2833
sing̲with̲the̲spirit@wm.pdx.ne.jp
▽二日目は長瀞散策を予定しております。
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330

10 月１日(土) 秋の教会音楽講習会
時間 午後 2:00〜4:30
会場 大宮教会
テーマ 「テゼ共同体の音楽Ⅱ」
講師 江藤直純先生(ルーテル神学校校長)
(ルーテル学院大学教授)
会費 500 円（事前の申し込みは必要ありません）
主催 教会音楽委員会
▽讃美歌 21 をお持ちの方はご持参ください。
【問い合わせ】長尾愛子(小川) ☎0493-74-2027

9 月 23 日(金・祝) 第 17 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「つながって生きる
ー東日本大震災から学んだことー」
講演「闇をも受け入れて」創世記 22:14
講師 小田嶋義幸さん(北上教会員)
(自立生活支援センター所長）
申込 ＦＡＸ048-648-7115(石川)
(出来るだけ教会毎にお申込ください)
締切 9 月 12 日
【問い合わせ】長尾邦弘(小川) ☎0493-74-2027
≪10 月、11 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め切りはありません）
◎ＦＡＸ：048-979-1057
◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp

○ 7 月 10 日(日)、東松山教会・塚本洋子牧師の就任
式が行われました。
○ 7 月 24 日(日)、北川辺伝道所・櫻井義也牧師の就
任式が行われました。
○ 7 月 24 日(日)、東京聖書学校吉川教会・坪内時雄
伝道師の就任式が行われました。
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/

10 月 10 日(月・祝) 秋の中学生・ＫＫＳフェスタ
時間 午前 11:00〜
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
大歓迎！おさそい合わせてご参加ください。
会費は要りません
【問い合わせ】川中真(岩槻) ☎048-756-0468
10 月 23 日(日) 伝道と賛美の集い
時間 午後 2：00〜4：00
会場 鳩山伝道所
出演 国分友里恵(声楽)、伴奏：岩本正樹
曲目 この日も恵みを、天のお父様 他
▽福音歌手国分友里恵さんを迎えて贈る、この秋
にふさわしい音楽の贈り物。
【問い合わせ】山ノ下恭二(東大宮) ☎048-684-5323
≪月報をメールで受け取れます≫
ご希望の方は、お名前と教会名そして「月報希望」と
書いて下記のメールまで送信してください。
【申し込み＆問い合わせ先】iwasa@bb.mbn.or.jp
岩佐浩一(上尾合同)
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お知らせ・お願い
【地区関係】
{ 最寄り 3 区教師会のご案内
日時 9 月 5 日(月) 午前 10：30 から
会場 深谷西島教会
礼拝 竹内紹一郎教師(深谷西島)
発題 渡辺久純教師
会費 1,000 円
▽出欠は、お送りした葉書かＦＡＸにて竹内先生
迄 4 日位前にお知らせ下さい。
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ℡048-787-5921
最寄り 2 区教師会のご案内
日時 9 月 20 日(火) 午前 10：30 から
会場 飯能教会
礼拝 長男邦弘牧師(小川)
発題 中山弘隆牧師(三芳)
【問い合わせ】森淑子(狭山) ☎04-2954-8131
¬「インターＦＡＸ」をご利用ください
埼玉地区では、緊急連絡網として、ＦＡＸで地区
内全ての教会に一度で送信できる「インターＦＡ
Ｘ」を導入しています
現在、緊急連絡時や教師会の案内等に使用してい
ますが、各教会で葬儀関係等、至急地区内全ての
教会へ連絡したい時は、地区書記の東野までご連
絡下さい。
なお、1 区のみ、2 区のみ、3 区のみの教会・伝道
所に送ることも出来ます。
【連絡先】東野尚志(聖学院) ☎048-664-1234

¬ 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
メーリングリストがあります。現在の登録者は
教職 35 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、葬儀関係などの緊急連絡や関東教区発行の
「東日本大震被災支援ＮＥＷＳ」の配信にも使っ
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

a 飯能教会牧師館建築資金ミニバザーのご案内
日時 9 月 19 日(月) 午前 10：00〜午後 1：30
会場 飯能教会
▽牧師館建築のための資金確保のためにバザーを
計画しました。しかし、教会員だけでの献品で
外部向けにも出来るかどうか検討中ですが、外
部向けバザーを計画しています。
【問い合わせ】土橋誠(飯能) ☎042-972-2511

a 地区会計からのお願い
2011 年度の地区分担金を未納の教会は、出来るだ
け早く納めて下さいますようお願いいたします。
【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

東京聖書学校公開講座のご案内
日時 9 月 8 日(木) 午前 9：00〜12：00
会場 東京聖書学校
テーマ「東日本大震災に遭われた教会から」
講師 佐藤彰先生
会費 1,000 円(昼食付き)
申込 TEL：048-982-5064 FAX：048-982-5094
締切 9 月 2 日(金)
【問い合わせ】東京聖書学校 ☎048-982-5064

【各個教会関係】
< 上尾使徒教会「青年セミナー」と「特別伝道夕礼拝」
のご案内
①青年セミナー
日時 9 月 11 日(日) 午後 2：46 から
会場 上尾使徒教会
講師 清水広幸兄(越谷教会員、聖学院中高教諭)
▽上尾使徒教会・全国教会青年同盟共催
②特別伝道夕礼拝
日時 9 月 11 日(日) 午後 6：00 から
会場 上尾使徒教会
説教者 左近豊牧師
(聖学院大学人間福祉学部副チャプレン)
【問い合わせ】松本のぞみ(上尾使徒) ☎048-776-7108

* 越谷教会「特別伝道礼拝」のご案内
日時 9 月 25 日(日) 午前 10：40 から
会場 越谷教会
説教者 ヴァイス宣教師(米国より来日します)
【問い合わせ】石橋秀雄(越谷) ☎048-962-2743

報 告
【各集会参加者数】
・青年の集い (5／29)
16 名・6 教会
・奏楽基礎講座 (6／25)
26 名・13 教会
・壮年部講演会 (6／26)
38 名・15 教会
・婦人部全体研修会 (7／4)
130 名・34 教会
・役員・伝道委員研修会 (7／10) 64 名・20 教会
・教師一泊研修会 (7／11〜12)
38 名
・環境問題講演会 (7／17)
48 名・21 教会
・教会全体研修会 (8／9〜11)
110 名・29 教会
・中学生・ＫＫＳキャンプ(8／10〜12) 40 名・16 教会
・平和を求める 8・15 集会 (8／15) 100 名・37 教会
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