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今月の集会案内等 
 10月15日(土) 第7ブロック最寄り婦人研修会 

  時間 午前10：00～午後1：00 

  会場 行田教会 

  講師 清水与志雄牧師(行田) 

  【問い合わせ】行田教会 ☎048-555-2301 

 

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 

  主催 伝道委員会 

  ▽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。国分さんは1983 

   年メジャーデビュー後、12枚のアルバムを発表 

   しています。作詞家としても活動しています。 

  ▽入場無料、どなたでもご自由にご出席下さい。 

   教会には駐車場はありません。 

 【問い合わせ】山ノ下恭二(東大宮) ☎048-684-5323 

 

10月23日(日) 第1ブロック最寄り婦人研修会 

  時間 午後2：00～4：30 

  会場 安行教会 

  講師 田中かおる牧師(安行) 

  【問い合わせ】安行教会 ☎048-296-4002 

 

10月29日(土) 第4ブロック最寄り婦人研修会 

  時間 午後1：00～4：00 

  会場 上尾合同教会 

  開会礼拝 李秀雲牧師(埼玉中国語礼拝) 

  講師 佐野正子先生(聖学院大学准教授) 

  主題「キリストに結ばれ共に喜び、苦しみに 

     あずかる  

～フィリピの信徒への手紙を学びつつ」 

  【問い合わせ】李秀雲(埼玉中国語礼拝) 

         ☎048-591-1659 

     10月の予定 
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」- 礼拝での実践 -

  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。 

   大好評だった春の会に引き続き、後編の講習会

   を開催します。前回来られなかった方もご遠慮

   なくおいでください。 

 【問い合わせ】長尾愛子(小川) ☎0493-74-2027 

 

10月3日(月) 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 埼玉和光教会 

  講師 三浦修牧師(埼玉和光) 

  【問い合わせ】埼玉和光教会 ☎048-461-2177 

 

10月10日(月・祝) 秋の中学生・ＫＫＳフェスタ  

   時間 午前11:00から 

   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14日(金) 第5ブロック最寄り婦人研修会 

  時間 午前10：00～午後2：00 

  会場 武蔵豊岡教会 

  証と賛美 ソワーズ(倉橋宇多子、宗田光悦) 

  【問い合わせ】武蔵豊岡教会 ☎04-2962-6191 

 1日(土) 秋の教会音楽講習会 

       大宮教会 2：00ｐｍ 

 3日(月) 第6ブロック最寄り婦人研修会 

       埼玉和光教会 10：00ａｍ 

10日(月) 秋の中学生・ＫＫＳフェスタ 

       川越教会 11：00ａｍ 

14日(金) 第5ブロック最寄り婦人研修会 

       武蔵豊岡教会 10：00ａｍ 

15日(土) 第7ブロック最寄り婦人研修会 

       行田教会 10：00ａｍ 

16日(日) 社会委員会 

       上尾合同教会 3：00ｐｍ 

ホームページ委員会 

       西川口教会 4：30ｐｍ 

23日(日) 伝道と賛美の集い 

       鳩山伝道所 2：00ｐｍ 

     第1ブロック最寄り婦人研修会 

       安行教会 2：00ｐｍ 

29日(土) 第4ブロック最寄り婦人研修会 

       上尾合同教会 1：00ｐｍ 

 

≪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。 

◎ＦＡＸ：048-979-1057 

◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

 

≪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) 

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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お知らせ・お願い 
  西川口教会「秋の特別礼拝」のご案内 
  日時 11月20日(日) 午前10：30～11：45 

  会場 西川口教会 

  説教者 辻哲子牧師 

  説教題「輝かしい愛の勝利」 

【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036 

 

【一般関係】 

 「埼玉同宗連」研修会のご案内  

日時 9月30日(金) 午後1：30～3：30 

会場 埼佛会館 (℡048-861-2138) 

講演「災害弱者と人権」 

講師 松森弘隆師(奥州市・守林寺住職) 

  【問い合わせ】飯野敏明(本庄) ☎0495-22-2908 

 

 アジア教会婦人会議（ACWC）日本委員会一日研修会 

日時 10月28日(金) 午前10：30～午後3：00 

会場 富士見町教会  

主題 ｢あふれるいのち｣ ～喜ぶ人と共に喜び、 

泣く人と共に泣きなさい～ 

  聖書研究 山田称子師(浦和別所） 

  【問い合わせ】滝川英子(七里) ☎048-685-7354 

 

 東神大埼玉地区後援会主催の講演会のご案内  

日時 10月30日(日) 午後3：00～5：00 

会場 東大宮教会  

  講師 焼山満里子(東京神学大学准教授) 

【問い合わせ】大島健一(東神大埼玉地区後援会長) 

              ☎048-643-4672 

【関東教区関係】 

☺ 関東教区教師研修会のご案内 
  日時 10月18日(火)～19日(水) 

  会場 ホテルグリーンプラザ上越(新潟県) 

  主題 「牧会者とその家族の心の解放と心のケア」 

  講師 石丸昌彦先生(放送大学教授、精神科医) 

  【問い合わせ】三羽善次(和戸) ☎0480-32-2112 

来月の集会案内等 【各個教会関係】 

 和戸教会「二重奏コンサート」のご案内 

  日時 10月8日(土) 午後1：30から 

  会場 和戸教会 

  演奏 ハープ：渡邊かや  チェロ：岸本宏子 

  会費 500円(紅茶・ケーキ付) 

  【問い合わせ】三羽善次(和戸) ☎0480-32-2112 

   

 大宮教会「オルガン演奏会」のご案内  

日時 10月9日(日) 午後3：00から 

会場 大宮教会 

演奏者 高橋博子氏 

入場料 1,000円 （中学生以下500円） 

  【問い合わせ】成田惠子(大宮) ☎048-641-6148 

 

 熊谷教会特別伝道礼拝・講演会のご案内  

日時 10月30日(日) 午前10：30から 

会場 熊谷教会 

説教 「賞を得るように走る」 

     大住雄一牧師（東京神学大学教授） 

講演会「主は人を造ったことを後悔なさった 

             創世記6章1-8節より」

  【問い合わせ】布村伸一(熊谷) ☎048-521-6018 

 

 埼玉新生教会「プレイズファミリーコンサート」の
  ご案内 
  日時 11月19日(土) 午後2：00～4：00 

  会場 埼玉新生教会 
出演 プレイズファミリーメンバー 
▽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。 ＣＳの教師や生徒においでいただ
きたいです。駐車場あり。入場料 無料。 

【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

11月12日(土) 第3ブロック最寄り婦人研修会 

  時間 午前10：00～午後2：00 

  会場 シャロンのばら教会 幸手・高野台伝道会 

  講師 櫻井義也牧師(北川辺) 

  【問い合わせ】シャロンのばら ☎0480-42-5119 

 

11月13日(日) 壮年部秋期講演会 

  時間 午後3：00～5：00 

  会場 大宮教会 

  主題「福島第一原発事故が及ぼす社会的影響」 

    ～脱原発をどのように受け止めるか～(仮題) 

   講師 阿久戸光晴先生(聖学院大学学長) 

  【問い合わせ】松下充孝(大宮) ☎048-652-0543 

 

11月15日(火) 第2ブロック最寄り婦人研修会 

  時間 午前10：00～午後0：20 

  会場 大宮教会 

  講師 疋田國磨呂牧師(大宮) 

  【問い合わせ】大宮教会 ☎048-641-6148 

 

11月23日(水・祝) ＣＳせいと大会 

  時間 午前10：30～午後2：15 

  会場 聖学院みどり幼稚園 

  開会礼拝 谷脇正紀牧師(草加) 

  参加費 100円／一人 

  持ち物 お弁当 水筒 しき物 献金 黒と赤の 

筆記用具（クイズ用）上履き 靴入れの 

ビニール袋 タオル  

  ▽地区内教会の子どもたちあつまれ～！ 

楽しい交流の時を持ちましょう。 

  ＊今年度からCS賛助金は徴収しません。  

  【問い合わせ】川中真(岩槻) ☎048-756-0468 

ご意見ご要望もお寄せください｡ FAX:048-979-1057  Eメール: toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp  ◆掲示板用はＢ４に拡大すると見やすくなります。 発行：埼玉地区委員会 


