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今月の集会案内等 
 【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 

 

【各個教会関係】 

 武蔵豊岡教会「バザー」のご案内  

  日時 11月3日(土・祝)  

午前10：00～午後2：00  雨天決行！ 

会場 武蔵豊岡教会 

内容 食事コーナー、雑貨、衣類、手芸品、 

喫茶コーナー他 

▽毎年恒例となりました『武蔵豊岡教会バザー』 

です。掘り出し物あります。売り切れ次第終了 

ですので、お早めにお越しください。 

▽お車でのご来場はご遠慮ください。 

【問い合わせ】栗原清(武蔵豊岡) ☎04-2962-6191 

 

 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(土・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 

 

☺ 越谷教会・附属越谷幼稚園バザーのご案内 
  日時 11月3日(土・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 

☺     11月の予定 
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11日(日) 壮年部秋期講演会 

  時間 午後3：00から 

  会場 大宮教会 

  主題「苦難と希望」 

～地震・放射能被害に向き合って～ 

  講師 大津健一先生(アジア学院校長兼理事長) 

  【問い合わせ】松下充孝(大宮) ☎048-652-0543 

 

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 

お知らせ・お願い 

 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 

10日(土) 第4ブロック最寄り婦人研修会 

       上尾使徒教会 1：00ｐｍ 

11日(日) 壮年部秋期講演会 

       大宮教会 3：00ｐｍ 

13日(火) 地区委員会と伝道所・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 

14日(水) 教会音楽委員会 

       大宮教会 1：30ｐｍ 

16日(金) 第1ブロック最寄り婦人研修会 

       川口教会 10：00ａｍ 

17日(土) 第3ブロック最寄り婦人研修会 

       草加教会 10：00ａｍ 

18日(日) アーモンドの会 

       埼玉和光教会 4：00ｐｍ 

【関東教区の主な予定】 

10日(土) 関東教区書会計・書記役員研修会 

       大宮教会 10：30ａｍ 

報 告 

【各集会参加者数】 

・秋の教会音楽講習会 (9／29) 38名19教会 

・ＣＳせいと大会 (10／8)   99名・13教会 

・秋の中学生・ＫＫＳフェスタ (10／20) 

30名・15教会 

 

≪12月、1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 

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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  西川口教会「秋の特別礼拝」のご案内 

  日時 11月18日(日) 午前10：30～11：45 

  会場 西川口教会 

  講師 三枝道也先生・育代先生(宮崎清水町教会)

【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036

 

 深谷教会コンサートのご案内  

日時 11月18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。

   自動車でのご来場はご遠慮下さい。 

【問い合わせ】法亢聖親(深谷) ☎048-575-2838 

 

 加須教会｢秋の講演会」のご案内  

日時 11月18日（日） 午後2：30～4：00 

会場 加須教会 

講師 久保田護氏（くぼた まもる） 

     (「チェルノブイリの子供を救おう会」代表)

講演題 「チェルノブイリと福島」 

▽参加無料、どなたでもご参加ください。 

【問い合わせ】舟生康雄(加須) ☎0480-65-3447 

 

 三芳教会バザーのご案内  

日時 11月23日(金・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、軽食や野菜などをご用意し

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 

 

≪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書いて下記のメールまで

【申し込み＆問い合わせ先】iwasa@bb.mbn.or.jp 

岩佐浩一(上尾合同) 

  桶川伝道所「クリスマス・チャリティー・チェロ 

  コンサート」のご案内 

  日時 12月16日(日) 午後3：30から 

  会場 桶川伝道所 

  出演 黄原亮司氏(東京交響楽団首席チェリスト) 

     アンサンブルサンクチュエール 

  チケット 大人1,100円(紅茶・ケーキ付) 

       こども 600円(小学生以上) 

  内容 チェロ、ヴァイオリン、ビオラ、ピアノ 

 【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 

【一般関係】 

「県南三市クリスマスの夕べ」のご案内 

日時 12月4日(火) 午後7：00～8：30 

会場 川口リリア音楽ホール(川口駅西口すぐ） 

ゲスト 河合和雄氏（パイプオルガン演奏） 

松岡裕子氏（キリスト教絵画） 

  内容 「オルガン演奏と絵画による降誕さんび」 

(オルガン演奏の間、スクリーンに絵画が 

投影されます） 

説教 進藤龍也牧師 

（罪人の友主イエスキリスト教会） 

  ▽入場無料 

主催 県南三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 

 

 第22回さいたま市民クリスマスのご案内 

  日時 12月9日(日) 午後3：00～5：00 

  会場 さいたま市民会館おおみや大ホール 

  ゲスト Migiwa(ゴスペルシンガー) 

      新生ゴスペルクワイア(埼玉新生教会) 

  メッセンジャー 碓井真史先生 

(新潟青陵大学大学院臨床心理学研究科教授) 

  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 

お知らせ・お願い 
【各個教会関係】 

 第2回チャーチ・コンサート in 浦和別所教会の 

ご案内  

日時 11月10日(土) 午後2：00～4：00  

（開場1：30） 

会場 浦和別所教会  

音楽ゲスト 小西優子師(ピアニスト) 

         (大阪音楽大学ピアノ科卒業) 

         (北本キリスト福音教会・音楽主事)

【問い合わせ】山田称子(浦和別所) ☎048-861-4210

 

 毛呂教会「コーラス…飯靖子と洗足の仲間達…」の

ご案内  

日時 11月17日(土) 午後2：00から 

会場 毛呂教会 

出演 洗足学園音楽大学飯靖子ゼミ 

演奏 讃美歌、いい歌、みんなで歌おう 

▽入場無料(自由献金) 

【問い合わせ】稲生勝也(毛呂) ☎049-294-3444 

 

 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 

千葉キリスト教会牧師) 

【問い合わせ】指方周平(東所沢) ☎04-2945-5169 

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 


