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今月の集会案内等 
 9月29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 深谷教会 

  主題「キリストに結ばれ共に 

喜び苦しみに与かる」 

  講師 保母光彦牧師(深谷) 

 【問い合わせ】深谷教会 ☎048-575-2838 

 

9月29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 「オルガンをもっと知ろうⅡ 

－ パイプオルガン －」 

  講師 マティウ・ガルニエ氏(オルガンビルダー) 

 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 

  ▽大好評だった春のリードオルガンの会に引き 

   続き、今度はパイプオルガンの解体組立を実際 

   に見ながらその構造と特徴を学びます。 

関心のある方はどなたでもおいでください。 

  【問い合わせ】吉田みち子(埼玉新生） 

☎048-853-5867 

来月の集会案内等 

10月8日(月) ＣＳせいと大会 

  時間 午前10：00～午後2：30 

  会場 国営武蔵丘陵森林公園 

  参加費 100円(行事保険代として) 

  ▽参加費100円の他に森林公園の入場料がかかり 

   ます。 

  【問い合わせ】川中真(岩槻) ☎048-756-0468 

 

≪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。 

◎ＦＡＸ：048-979-1057 

◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

     9月の予定 
9月15日(土) 埼玉地区災害対応 『講演会』 

  時間 午前10：30～12：30 

  会場 大宮教会 

  演題 「いつまでも変わらないもの」 

       － 原発に一番近い教会からの報告 －

  講師 佐藤彰牧師(福島第一聖書バプテスト教会)

  ▽福島第一原子力発電所から5キロ圏内に一つの

教会があった。東日本大震災による原発事故で、

教会員は北海道から沖縄まで、全国各地に散ら

され、避難生活を余儀なくされた。2008年に100

年使える教会堂として建てた教会へは、もう戻

れない。地震、津波、原発事故による幾多の困

難に遭遇しながらも、信仰を守り続けた人々。

   その困難の中で神の恵みを知り、前進する人々。

彼らは、何を感じ、何に励まされてきたのか。

今、海外からも注目されている福島第一聖書バ

プテスト教会佐藤彰牧師の証言を聞きましょう

  ▽どなでも奮ってご参加下さい。 

  【問い合わせ】三羽善次(和戸) ☎0480-32-2112 

 

9月22日(土・祝) 第18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3：00 

  会場 埼玉和光教会 

  主題 「障がいのある人と向き合う  

      － 親子・きょうだい・そして教会」 

  映画上映 ドキュメンタリー映画「ちづる」 

  講演と懇談 赤崎正和氏(映画ちづる監督) 

  会費 1,000円(映画代・昼食代含む) 

     昼食代不要の場合は500円 

  申込 教会名、昼食の有無、氏名を明記の上 

     FAX048－648－7115(石川） 

締切 9月10日 

  【問い合わせ】長尾邦弘(小川) ☎0493-74-2027 

 4日(火) 災害対応委員会 

       埼玉新生教会 5：00ｐｍ 

 7日(金) 教育委員会 

       初雁教会 6：30ｐｍ 

 9日(日) アーモンドの会委員会 

       埼玉和光教会 4：00ｐｍ 

10日(月) 最寄り2区教師会 

       東所沢教会 10：30ｐｍ 

最寄り3区教師会 

       北川辺伝道所 10：30ａｍ 

     伝道委員会 

       埼大通り教会 6：30ｐｍ 

14日(金) 地区委員会 

       埼玉新生教会 5：00ｐｍ 

15日(土) 埼玉地区災害対応 『講演会』 

       大宮教会 10：30ａｍ 

18日(火) 婦人部委員会 

       大宮教会 10：00ａｍ 

     教師委員会 

       大宮教会 11：00ａｍ 

22日(土) 第18回アーモンドの会 

       埼玉和光教会 4：00ｐｍ 

23日(日) ホームページ委員会 

       西川口教会 4：00ｐｍ 

29日(土) 第7ブロック最寄り婦人研修会 

       深谷教会 10：00ａｍ 

秋の教会音楽講習会 

       大宮教会 2：00ｐｍ 
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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 



埼玉地区月報  No.189  (裏面) 
  最寄り2区教師会のご案内 

日時 9月10日(月) 午前10：30から 

会場 東所沢教会 

内容 ①礼拝 指方周平牧師(東所沢) 

      ②発題 木ノ内一雄牧師(川越) 

【問い合わせ】藍田修(鳩山) ☎049-296-0342 

 

【各個教会関係】 

 所沢武蔵野教会「創立60周年記念礼拝・記念会」

  のご案内  

日時 9月9日(日) 午前10：30から 

会場 所沢武蔵野教会 

説教 中山弘隆牧師(三芳) 

【問い合わせ】酒井雍憲(所沢武蔵野)  

☎04-2959-0395 

 

 熊谷教会「特別伝道礼拝・講演会」のご案内 

 日時 9月30日（日） 

  会場 熊谷教会 

①特別伝道礼拝 午前10：30～ 

説教題「希望に生きる」 

  ②講演会 午後1：30～ 

講演題「古代教会から受け継ぐ礼拝の原点」 

説教者、講師 関川泰寛牧師(十貫坂教会) 

(東京神学大学教授）

   【問い合わせ】布村伸一(熊谷) ☎048-521-6018 

 

【一般関係】 

 東神大埼玉地区後援会主催の講演会のご案内  

日時 9月16日（日）午後3：00～5：00 

会場 大宮教会 

テーマ「宗教改革の信仰・万歳 

       －映画『ベン・ハー』を読みとく－」

講師 棚村重行教授（東京神学大学） 

【問い合わせ】山ノ下恭二(東大宮) ☎048-684-5323 

  東京聖書学校公開講座のご案内  

日時 9月6日(木) 午前9：00～12：00 

会場 東京聖書学校 

講師 米倉正夫氏(函館千歳教会員) 

        (北海道教育大学函館校非常勤講師) 

  (信教の自由を守る函館キリスト者連絡会世話人) 

テーマ「み言葉は命」 

       － 小山宗祐牧師の殉教を偲んで － 

参加費 1、000円 

申込 FAXでお願いします。FAX：048-982-5094 

締切 9月3日(月) 

【問い合わせ】深谷春男(東京聖書学校) 

                ☎048-982-5064 

教会・教師の動き 

○6月23日(土)、日野原記念上尾栄光教会・長橋晴子 

 牧師が逝去され、6月27日・28日に日野原記念上尾 

 栄光教会で葬儀が行われました。 

○6月25日(月)、中村忠明教師(隠退教師)が逝去され 

 6月26日・27日に埼玉新生教会で葬儀が行われまし 

 た。 

○7月8日(日)、鴻巣教会・塚本洋子牧師の就任式が 

行わました。 

○7月15日(日)、加須教会・舟生康雄牧師の就任式が 

 行われました。 

○7月22日(日)、三芳教会・江田めぐみ伝道師の就任 

 式が行われました。 

報 告 

【各集会参加者数】 

・教区綜合協議会(社会委員会共催) (7／16) 116名 

・8・15集会 (8／15)     111名・46教会 

・中学生・ＫＫＳキャンプ (8／15～17) 

                38名・13教会 

・青年部キャンプ (8／15～17) 13名・8教会 

来月の集会案内 
10月20日(土) 秋の中学生・ＫＫＳフェスタ  

   時間 午前10:30から 

   会場 初雁教会 

   内容 文集づくり、昼食づくり、小礼拝 

  ▽キャンプに参加しなかった中高生も歓迎しま 

   す。誘い合わせてご参加下さい。 

    会費はいりません 

   【問い合わせ】川中真(岩槻) ☎048-756-0468 

 

10月28日(日) 伝道と賛美の集い 

  時間 午後3：00～5：00 

  会場 埼大通り教会 

  出演 杉山優子氏(保守バプテスト同盟 

酒々井キリスト教会員) 

  ショートメッセージ 東海林昭雄牧師(埼大通り) 

  ▽杉山氏はヴァイオリン演奏と証しをします。 

  【問い合わせ】山ノ下恭二(東大宮) ☎048-684-5323

お知らせ・お願い 

【地区関係】 

 ホームページ委員会からのお知らせ 

  埼玉地区通信はホームページでご覧いただけます。

 

 最寄り3区教師会のご案内  

日時 9月10日(月) 午前10：30から 

会場 北川辺伝道所 

内容 ①礼拝 櫻井義也牧師(北川辺) 

     ②発題 竹内紹一郎牧師(深谷西島) 

     ③昼食(会費1,000円)、交わりと報告 

  ▽4日位前に葉書かファックスで櫻井牧師まで 

お返事下さい。TEL&FAX 048-524-4914 

【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

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 


