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11 月の予定
12 日(土) 第 3 ブロック最寄り婦人研修会
シャロンのばら教会 10：00ａｍ
13 日(日) 壮年部秋期講演会
大宮教会 3：00ｐｍ
深谷教会・法亢聖親牧師就任式
深谷教会 3：00ｐｍ
15 日(火) 第 2 ブロック最寄り婦人研修会
大宮教会 10：00ａｍ
22 日(火) 地区内伝道所・集会所との懇談会
埼玉新生教会 3：00ｐｍ
地区委員会
埼玉新生教会 5：00ｐｍ
23 日(水) ＣＳせいと大会
聖学院みどり幼稚園 10：30ａｍ
27 日(日) アーモンドの会委員会
埼玉和光教会 4：00ｐｍ
29 日(火) 教育委員会
狭山教会 6：00ｐｍ
【関東教区の主な予定】
26 日(土) 秋季按手礼准允式
大宮教会
≪月報をメールで受け取れます≫
ご希望の方は、下記のメールまでご連絡下さい。
【申し込み＆問い合わせ先】iwasa@bb.mbn.or.jp
岩佐浩一(上尾合同)

今月の集会案内等
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 ☎0480-42-511
最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。

11 月 13 日(日) 壮年部秋期講演会
時間 午後 2：30〜5：00
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 13 日(日) 法亢聖親(ほうがまさみ)牧師就任式
時間 午後 3：00 から
会場 深谷教会
司式 秋山徹牧師(関東教区議長)
【問い合わせ】法亢聖親(深谷) ☎048-575-2838
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
≪12 月、1 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
http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/

お知らせ・お願い
【地区関係】
 最寄り１区教師会のご案内
日時 11 月 14 日(月) 午前 10：30〜午後 1：00
会場 西川口教会
内容 ①開会礼拝 金田佐久子牧師(西川口)
②発題 川中真牧師(岩槻)
「ルーテル教会での経験」
③近況報告・諸連絡・昼食懇談
会費 1,000 円
▽出欠につきましては西川口教会・金田佐久子牧
師まで、FAX または電話で 11 月 11 日(金)まで
にご連絡下さいますように、お願い致します。
【問い合わせ】川中真(岩槻) ☎048-756-0468
a 最寄り 3 区教師会のご案内
日時 11 月 15 日(火) 午前 10：30 から
会場 和戸教会
礼拝 三羽善次教師(和戸)
発題 櫻井義也教師(北川辺)
会費 1,000 円
【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 11 月 21 日(月) 午前 10：30 から
会場 越生教会
礼拝 西海満希子牧師(越生)
発題 最上光宏牧師(所沢みくに)
【問い合わせ】森淑子(狭山) ☎04-2954-8131
【各個教会関係】
* 上尾合同教会・上尾富士見幼稚園共催バザー
日時 11 月 3 日(木・祝) 午前 11：00 から
会場 上尾合同教会
【問い合わせ】上尾合同教会 ☎048-771-6549
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お知らせ・お願い
☺ 越谷教会・附属越谷幼稚園バザーのご案内
日時 11 月 3 日(木・祝) 午前 10：00 から
会場 越谷教会
内容 雑貨・衣類・手芸品販売、食事コーナー他
▽お車でのご来場はご遠慮ください。
【問い合わせ】越谷教会 ☎048-962-2743
 武蔵豊岡教会「伝道集会ゴスペルコンサート」の
ご案内
日時 11 月 19 日(土) 午後 2：00 (開場 1：30)
会場 武蔵豊岡教会
出演 Ｓｏｗｅｒｓ(ソワーズ)
曲目 アメイジンググレイス、み名をかかげて他
▽全席無料
【問い合わせ】栗原清(武蔵豊岡) ☎04-2965-4348
< 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 和太鼓 柳川立行さん
プレイズファミリーメンバー
▽幼児からユースメンバーが、今年作ったオリジ
ナルさんびかを中心に讃美をささげます。
オリジナルさんびか５曲が入ったＣＤのプレゼ
ントを予定しています。
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

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
三芳教会「バザー」のご案内
日時 11 月 23 日(水・祝)
午前 11：00〜午後 2：00 (雨天決行)
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。お時間がありましたら、ぜひお寄りくだ
さい。 教会員一同お待ちしております。
【問い合わせ】三芳教会 ☎049-258-3766
~ 深谷教会クリスマス演奏会のご案内
日時 11 月 27 日(日) 午後 1：00〜2：30
会場 深谷教会
出演 新島学園聖歌隊・ハンドベルクワイア
▽入場無料。どなたでもご自由にご出席下さい。
教会は駅の近くです。自動車でのご来場はご遠慮
ください。
【問い合わせ】法亢聖親(深谷) ☎048-575-2838
{ 桶川伝道所「チャリティ・チェロ・コンサート」の
ご案内
日時 12 月 17 日(土) 午後 2：00〜4：00
会場 桶川伝道所
出演 黄原亮司(東京交響楽団副主席チェリスト)
深谷ひさ子・赤羽真由美(ピアノ)
下公子・印牧直子・天野源悦(声楽)
原美和子・下公子(ヴァイオリン)
チケット 大人 1,100 円 小学生以上 600 円
(ケーキ・紅茶)
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921

 毛呂教会「コーラス」のご案内
日時 11 月 12 日(土) 午後 2：00 から
会場 毛呂教会
内容 コーラス … 飯靖子と洗足の仲間達 …
演奏 讃美歌 いい歌 みんなで歌おう
▽入場無料
【問い合わせ】毛呂教会 ☎049-294-3444
【一般関係】
 「県南四市クリスマスの夕べ」のご案内
日時 12 月 2 日(金) 午後 7 時〜8 時半
会場 川口リリア音楽ホール
（川口駅西口すぐ。４階）
ゲスト ヴァイオリニスト 久保田巧氏
説教 安田眞牧師（川口神召キリスト教会）
主催 県南四市クリスマスの夕べ実行委員会
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036
z 第 21 回さいたま市民クリスマスのご案内
日時 12 月 4 日(日) 午後 3：00 から
会場 さいたま市民会館おおみや大ホール
（大宮駅東口から徒歩 10 分）
ゲスト テノール歌手 ベー・チェチョル氏
説教 佐藤彰牧師（福島第一聖書バプテスト教会）
チケット 500 円(全席自由)
主催 さいたま市民クリスマス実行委員会
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379

報 告
【各集会参加者数】
・青年部一泊研修会 (9／18〜19) 10 名・7 教会
・第 17 回障教懇 (9／23)
91 名・26 教会
・秋の教会音楽講習会 (10／1)
54 名・19 教会
・秋の中学生・ＫＫＳフェスタ (10／10)
29 名・13 教会
・伝道と賛美の集い (10／23)
64 名・15 教会
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