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今月の集会案内等 
 

来月の集会案内等 

     9月の予定 
9月7日(土) 埼玉地区災害対応「講演会」 

  時間 午前10：00～12：00 

  会場 大宮教会 

  演題 「被災地の人達に寄り添い、仕える」 

講師 長嶋清氏(東北ヘルプ顧問) 

(アジア学院顧問、西那須野教会員）

  ▽今、被災地の現状と支援のあり方を知る講演会

です！ 講師は、東日本大震災後2年間、仙台

で救援活動のボランティアをしていました。 

実際の被災地の状況について講演します。 

  【問い合わせ】三羽善次(和戸) ☎0480-32-2112 

 

9月22日(日) 本庄旭教会・木俣修牧師就任式 

  時間 午後3：00から 

  会場 本庄旭教会 

  司式者 栗原清(関東教区書記) 

  【問い合わせ】木俣修(本庄旭) ☎0495-24-0348 

 

9月23日(月) 第19回アーモンドの会 

  時間 午前10：00～午後4：00 

  会場 埼玉和光教会 

  主題 「高齢化社会と教会」-認知症に向き合う- 

  発題者 佐久間文雄兄(志木)、滝川英子姉(七里)

斗内寿子姉(埼玉和光) 

  参加費 1,000円(昼食費含む) 

  【問い合わせ】櫻井義也(北川辺) ☎048-524-4914

 

9月30日(月) 第1ブロック最寄り婦人研修会 

  時間 午前9：50～11：30 (受付 9：30) 

  会場 埼大通り教会 

  講師 飯島千雍子(ちがこ)先生 

         (東洋英和女学院大学院教授) 

  講演題 礼拝と讃美（歌） 

  【問い合わせ】埼大通り教会 ☎048-852-2735 

10月12日(土) 伝道と賛美の集い 

  時間 午後2：00～4：00 

  会場 秩父教会 

  出演 Ｍｉｇｉｗａさん(ゴスペルシンガー) 

     「歌とおしゃべりコンサート」 

  ショートメッセージ 都築英夫牧師(秩父) 

  ▽入場無料 

【問い合わせ】東海林昭雄(埼大通り) ☎048-852-2735 

 

10月14日(月) 秋の中学生・ＫＫＳフェスタ  

  時間 午前10：00～午後2：30 

  会場 未定 

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。 

【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330 

教会・教師の動き 

○ 7月14日、鴻巣教会・川染三郎牧師就任式が行わ

れました。 

○ 7月28日、毛呂教会・澁谷弘祐牧師、澁谷実季伝

道師就任式が行われました。 

○ 8月11日、小川教会・末永廣牧師就任式が行われ

ました。 

報 告 

【各集会参加者数】 

・沖縄を覚える講演会 (6／30) 49名・10教会 

・婦人部全体研修会 (7／8)  135名・33教会 

・教師一泊研修会 (7／8～9)  36名 

・伝道委員会 (7／14)     42名・16教会 

・教会全体修養会 (8／5～7)  75名・23教会 

・平和を求める8・15集会 (8／15) 71名・29教会 

・中学生・KKSキャンプ (8／14～16) 44名・14教会 

 7日(土) 埼玉地区災害対応「講演会」 

       大宮教会 10：00ａｍ 

 9日(月) 最寄り3区教師会 

       鴻巣教会 10：30ａｍ 

伝道委員会 

       埼玉新生教会 6：30ｐｍ 

17日(火) 最寄り1区教師会 

       埼大通り教会 10：30ａｍ 

教師委員会 

       大宮教会 2：00ｐｍ 

地区委員会 

       大宮教会 5：00ｐｍ 

18日(水) 婦人部委員会 

       大宮教会 10：00ａｍ 

22日(日) 壮年部委員会 

       春日部教会 2：30ｐｍ 

     本庄旭教会・木俣修牧師就任式 

       本庄旭教会 3：00ｐｍ 

ホームページ委員会 

       西川口教会 4：00ｐｍ 

     アーモンドの会委員会 

       埼玉和光教会 4：00ｐｍ 

23日(月) 第19回アーモンドの会 

       埼玉和光教会 10：00ａｍ 

25日(水) 教育委員会 

       狭山教会 6：30ｐｍ 

30日(月) 第1ブロック最寄り婦人研修会 

       埼大通り教会 9：50ａｍ 

 

≪10月、11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 

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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  北本教会「特別伝道集会」のご案内 

  日時 9月14日(土) 午後2：00～4：00 

  会場 北本教会 

  講師 阿久戸光晴先生(聖学院大学学長) 

  講演題 「いのちの尊厳を守られる神と私たち」

       － 社会を立て直す課題 － 

  ▽今「いのちの尊厳」ということが本当に忘れら

れていないでしょうか。阿久戸先生のお話を 

伺って「いのち」の大切さを思い起してまいり

ましょう。 

  【問い合わせ】石川栄一(北本) ☎048-591-1558 

 

 桶川伝道所「こどもと大人の賛美礼拝」のご案内 

  日時 9月15日(日)  

  会場 桶川伝道所 

  ①礼拝 午前10：15～11：45 

おなはし 浜井武兄(埼玉和光教会員) 

ソプラノ 秋谷あつ子姉(埼玉和光教会員) 

ピアノ 山下恵姉(埼玉和光教会員) 

チェロトリオ、ギター伴奏(桶川伝道所) 

  ②コンサート 午後0：30～1：30 

   「秋谷あつ子さんといっしょに歌おう」 

  内容 歌い演奏を聴きイエス様を中心に交わる時

 【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 

 東所沢教会「秋の特別礼拝と講演会」のご案内  

日時 9月15日(日) 

会場 東所沢教会 

講師 川上直哉先生(東北学院大学非常勤講師) 

①特別礼拝 午前10：30から 

    説教題 「善悪の知識の木」 

②講演会 午後2：00から 

   講演題 「被災地の今・福島の今」  

       －新しいいのちへ、古い祈りを以て －

▽入場無料、礼拝のみ自由献金あり。 

【問い合わせ】指方周平(東所沢) ☎04-2945-5169

  上尾合同教会「秋の伝道礼拝」のご案内  

日時 9月22日(日)  

会場 上尾合同教会 

①伝道礼拝 午前10：15～11：30 

   左近豊牧師（聖学院大学人間学科チャプレン） 

②ピアノと歌による音楽の贈り物  

午後0：30～1：00 

   中国語礼拝に参加している康路加さん、楊玲さ 

ん、楊晶さんら若い人たちが奉仕してください 

ます。 

③聖書講話 午後1：00～2：00 

  左近豊牧師（聖学院大学人間学科チャプレン） 

【問い合わせ】秋山徹(上尾合同) ☎048-771-6549 

 

【一般関係】 

 東京聖書学校「公開講座」のご案内  

日時 9月5日(木) 午前9：00～12：00 

会場 東京聖書学校 

テーマ 「共に生きる仲間を支援する： 

   ソーシャル・スキルズ・トレーニング(SST)の力」 

講師 前田ケイ氏(ルーテル学院大学名誉教授) 

受講料 1,000円(昼食代含む) 

申込 電話、はがき、ファックス等で8月30日(金) 

までに東京聖書学校  

℡048-982-5064 Fax048-982-5094 

【問い合わせ】深谷春男(東京聖書学校吉川) 

 ☎048-982-5064 

 

 アジア教会婦人会議(ACWC)日本委員会一日研修会 

  日時 11月8日(金) 午前10：00～午後3：00 

  会場 富士見町教会 

  主題 「明日に向かうアジアの女性」 

～主の呼びかけにこたえて～ 

  聖書研究 辻順子牧師(下谷教会) 

  参加費 1,000円(昼食代含む) 

 【問い合わせ】中松聖美(武蔵豊岡) ☎04-2963-6601 

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 9月9日(月) 午前10：30から 

会場 鴻巣教会 

内容 ①礼拝 川染三郎教師(鴻巣) 

     ②発題 石川栄一教師(北本) 

会費 1,000円(昼食代含む) 

▽出欠は4日位前までに川染教師まで、FAXにてお

願いします。 FAX：048-541-7758 

【問い合わせ】法亢聖親(深谷) ☎048-598-3490 

 

 最寄り1区教師会のご案内  

日時 9月17日(火) 午前10：30～午後1：00 

会場 埼大通り教会 

内容 ①礼拝 東海林昭雄教師(埼大通り) 

     ②発題 田中かおる教師(安行) 

         「田中直臣と教会教育」 

会費 1,000円(昼食代含む) 

▽出欠は東海林昭雄教師まで、9月14日(土)まで

にお願いします。TEL＆FAX：048-852-2735 

【問い合わせ】佐々木佐代子(白岡) ☎0480-92-1309 

 

【各個教会関係】 

 本庄旭教会 J.S.Bach「教会カンタータ」を聴く会

のご案内  

日時 毎主日礼拝前 午前10：00～10：30 

 (9月1日より実施) 

会場 本庄旭教会 

【問い合わせ】木俣修(本庄旭) ☎0495-24-0348 
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