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10 月の予定

8 日(月) ＣＳせいと大会
国営武蔵丘陵森林公園 10：00ａｍ
16 日(火) 第 2 ブロック最寄り婦人研修会
東大宮教会 10：00ａｍ
第 6 ブロック最寄り婦人研修会
志木教会 10：00ａｍ
19 日(金) 第 5 ブロック最寄り婦人研修会
飯能教会 10：30ａｍ
20 日(土) 秋の中学生・ＫＫＳフェスタ
初雁教会 10：30ａｍ
21 日(日) 社会活動委員会・社会委員会
上尾合同教会 3：00ｐｍ
21 日(日) ホームページ委員会 西川口教会 5：00ｐｍ
28 日(日) 伝道と賛美の集い 埼大通り教会 3：00ｐｍ
【関東教区の主な予定】
29 日(月) 関東教区教会婦人会連合研修会
大宮教会 10：30ａｍ

報 告
【各集会参加者数】
・埼玉地区災害対応「講演会」(9／15)
101 名・31 教会
・第 18 回アーモンドの会 (9／22) 163 名・30 教会

今月の集会案内等
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
最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。

10 月 16 日(火) 第 2 ブロック最寄り婦人研修会
時間 午前 10：00〜午後 0：30
会場 東大宮教会
講師 山ノ下恭二牧師(東大宮)
主題「心豊かに生きる秘訣」
【問い合わせ】東大宮教会 ☎048-684-5323
10 月 16 日(火) 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 志木教会
講師 潮義男牧師(志木)
主題「抱える環境としての教会と個人」
【問い合わせ】志木教会 ☎048-473-0024
10 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 2：30
会場 飯能教会
説教 土橋誠牧師(飯能)
主題「歌いましょう 奏でましょう さんびか」
導き 菰田愃恵姉
【問い合わせ】飯能教会 ☎042-972-2511
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教会員)
伴奏：木下裕美氏
曲目 愛の挨拶他
(右上へ続く)
http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/

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。
どなたでもお気軽にご参加ください。
【問い合わせ】山ノ下恭二(東大宮) ☎048-684-5323

来月の集会案内等
11 月 10 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 上尾使徒教会
講師 野村忠規牧師(東松山)
【問い合わせ】上尾使徒教会 ☎048-774-1613
11 月 16 日(金) 第 1 ブロック最寄り婦人研修会
時間 午前 10：00〜午後 0：00
会場 川口教会
講師 本間一秀牧師(川口)
主題「小さくされた者達を覚えて」
【問い合わせ】川口教会 ☎048-251-6039
11 月 17 日(土) 第 3 ブロック最寄り婦人研修会
時間 午前 10：00〜午後 2：20
会場 草加教会
講師 棚橋千恵美牧師(越谷)
【問い合わせ】草加教会 ☎048-942-1029

教会・教師の動き
○8 月 26 日、北本教会の献堂式が行われました。

お知らせ・お願い
【地区関係】
a 最寄り 2 区教師会のご案内
日時 11 月 12 日(月) 午前 10：30 から
会場 三芳教会
内容 ①礼拝 中山弘隆牧師(三芳)
②発題 町田さとみ牧師(初雁)
【問い合わせ】藍田修(鳩山) ☎049-296-0342
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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 11 月 12 日(月) 午前 10：30 から
会場 鴻巣教会
内容 ①礼拝 塚本洋子牧師(鴻巣)
②発題 三羽善次牧師(和戸)
会費 1,000 円(食事代含む)
▽出欠を葉書もしくはファックスにて 4 日前位ま
でに塚本牧師までお願いします。
☎048-541-0643 FAX048-541-7758
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921
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。
10 月より「埼玉の夜明け」もご覧いただけます。
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379
【各個教会関係】
 大宮教会「パイプオルガン演奏会」のご案内
日時 10 月 14 日（日） 午後 3：00〜
会場 大宮教会
演奏者 久保田陽子氏
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

{ 武蔵豊岡教会「ゴスペル・コンサート」のご案内
日時 10 月 20 日(土) 午後 2：00 (開場 1：30)
会場 武蔵豊岡教会
出演 ソワーズ、船橋グレイス・クワイヤ、
駒込リリーズ・オブ・ザ・フィールド他
曲目 ラブワンアナザー、ユーレイズミーアップ
アメイジング・グレイス他
▽全席無料
【問い合わせ】栗原清(武蔵豊岡) ☎04-2962-6191
* 川越教会「チャペルコンサート」のご案内
日時 10 月 28 日(日) 午後 3：00〜4：00
会場 川越教会
出演 三宅理恵姉(ソプラノオペラ歌手、二期会)
曲目 モーツァルト モテットより「アレルヤ」他
アメイジング・グレイス他
▽入場無料
【問い合わせ】木ノ内一雄(川越) ☎049-242-4338
初雁教会「チャペル・コンサート」のご案内
日時 10 月 28 日(日) 午後 2：00〜3：30
会場 初雁教会
内容 バイオリン、ビオラ、チェロの弦楽四重奏
を生で聴くコンサートです。クラシックか
ら最近の音楽まで、幅広い音楽をお聴き頂
けます。多忙な日常から離れた心地良い時
をご一緒に。
【問い合わせ】町田さとみ(初雁) ☎049-224-7594

東所沢教会｢特別礼拝・講演会」のご案内
日時 11 月 18 日(日)
会場 東所沢教会
①特別伝道礼拝 午前 10：30〜
説教 「ゆるされた喜び」
②講演会 午後 2：00〜
講演 「ストレス社会と心の癒し」
説教者、講師 山中正雄先生(精神科医)
(日本アライアンス教団千葉教会牧師)
【問い合わせ】指方周平(東所沢) ☎04-2945-5169
加須教会のホームページが開設されました
ＵＲＬは http://kazochurch.web.fc2.com/
埼玉地区のホームページにリンクされています。
【関東教区関係】
関東教区教会婦人会連合研修会のご案内
日時 10 月 29 日(月) 午前 10：30〜午後 3：00
会場 大宮教会
礼拝 町田さとみ牧師(初雁)
講演 東野尚志牧師(聖学院)
「キリストに結ばれて生きる」
発題 飯沢弘子氏(にじのいえ信愛荘協力委員長)
「にじのいえ・信愛荘の現状と協力委員の活動」
申込締切日 10 月 3 日(水) 「厳守」
▽参加申し込み書に参加費を同封して婦人部委員
長まで。
【問い合わせ】滝川英子(七里) ☎048-685-7354

『同和問題』にとりくむ宗教教団連絡会議第 27 回
< 武蔵豊岡教会「バザー」のご案内
☺ 越谷教会「第 7 回卓球大会」のご案内
日時 11 月 3 日(土) 午前 10：00〜午後 2：00
｢狭山」現地調査学習会のご案内
日時 10 月 21 日(日) 午後 0：30 から
日時 10 月 17 日(水)〜18 日(木)
会場
武蔵豊岡教会
会場 越谷教会・幼稚園ホール
会場 狭山市富士見集会所
内容 食事コーナー、雑貨、衣 類、手芸品他
テーマ「弱いときこそ強い卓球大会」
▽掘り出し物あります。
見るだけでも大歓迎です。
講師 鎌田慧(かまた さとし)氏
▽団体戦と個人戦がありますが、何れも強い方に
お車でのご来場はご遠慮ください。
石川一雄・早智子氏
強烈なハンデがつきます。飛び入り参加歓迎。
【問い合わせ】栗原清(武蔵豊岡) ☎04-2962-6191
【問い合わせ】飯野敏明(本庄) ℡0495-22-2908
【問い合わせ】越谷教会 ☎048-962-2743
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