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10 月の予定

7 日(月) 第 2 ブロック最寄り婦人研修会
聖学院教会 10：00ａｍ
8 日(火) 第 5 ブロック最寄り婦人研修会
越生教会 10：30ａｍ
災害対応委員会 埼玉新生教会 5：00ｐｍ
12 日(土) 伝道と賛美の集い
秩父教会 2：00ｐｍ
14 日(月) 秋の中学生・ＫＫＳフェスタ
川越教会 10：30ａｍ
20 日(日) 拡大社会活動委員会・社会委員会
上尾合同教会 3：00ｐｍ
28 日(月) 第 3 ブロック最寄り婦人研修会
東京聖書学校吉川教会 10：00ａｍ
第 6 ブロック最寄り婦人研修会
三芳教会 10：00ａｍ

今月の集会案内等
10 月 7 日(月) 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 聖学院教会
講演 「キリストに結ばれて
苦しみを分かち合い福音に生きる」
講師 東野尚志牧師(聖学院)
【問い合わせ】聖学院教会 ☎048-781-2829
10 月 8 日(火) 第 5 ブロック最寄り婦人研修会
時間 午前 10：00～午後 2：30 (受付 10：00)
会場 越生教会 (駐車場あり)
開会礼拝 西海満希子牧師(越生)
講演 「私に与えられた神の恵み」
講師 絵鳩アツエ牧師(前越生教会牧師)
【問い合わせ】越生教会 ☎049-292-7447
最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。

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)
▽今回の集いは土曜日開催です。どうぞこの機会
に秩父をお訪ね下さり秩父教会においで下さい
【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 10：30～午後 2：30
会場 川越教会
内容 文集づくり、昼食づくり、小礼拝
参加費 300 円
▽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
10 月 26 日(土) 秋の教会音楽講習会
時間 午後 1：30～4：00
会場 埼玉新生教会
テーマ 「今の賛美歌を歌う」
講師 荒瀬牧彦先生
(カンバーランド長老教会めぐみ教会牧師)
会費 500 円（事前の申し込みは必要ありません）
▽今、世界で歌われている賛美歌を紹介します。
【問い合わせ】吉田みち子(埼玉新生) ☎048-853-5867
10 月 28 日(月) 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 東京聖書学校吉川教会
主題 「キリストに結ばれて苦しみを分かち合い、
福音の希望に生きる」
講師 深谷春男牧師(東京聖書学校吉川)
【問い合わせ】東京聖書学校吉川 ☎048-982-5064
http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/

10 月 28 日(月) 第 6 ブロック最寄り婦人研修会
時間 午前 10：00～午後 2：00 (受付 9：30)
会場 三芳教会
主題 「キリストに結ばれて苦しみを分かち合い
福音の希望に生きる」
講師 中山弘隆牧師(三芳)
【問い合わせ】三芳教会 ☎049-258-3766

来月の集会案内等
11 月 9 日(土) 第 7 ブロック最寄り婦人研修会
時間 午前 10：30～午後 1：00 (受付 10：00)
会場 熊谷教会
主題 「キリストに結ばれて苦しみを分かち合い
福音の希望に生きる」
講師 布村伸一牧師(熊谷)
【問い合わせ】熊谷教会 ☎048-521-6018
11 月 16 日(土) 第 4 ブロック最寄り婦人研修会
時間 午後 1：30～3：45 (受付 1：10)
会場 桶川伝道所
主題 「主にゆだねられた務め」
講師 山野裕子牧師(久喜復活集会所)
【問い合わせ】桶川伝道所 ☎048-787-5921
11 月 17 日(日) 壮年部秋季講演会
時間 午後 2：30 から
会場 埼玉和光教会
テーマ 「信仰の継承」
講師 三浦修牧師(埼玉和光)
【問い合わせ】松下充孝(大宮) ☎048-652-0543

お知らせ・お願い
【地区関係】  地区会計からのお願い
2013 年度の地区分担金を未納の教会は、速やかに
納めて下さいますようお願いいたします。
【問い合わせ】結城恭子(大宮) ☎048-645-7039
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お知らせ・お願い
 最寄り 3 区教師会のご案内
日時 11 月 11 日(月) 午前 10：30 から
会場 熊谷教会
内容 ①礼拝 布村伸一教師(熊谷)
②発題 舟生康雄教師(加須)
会費 1,000 円(昼食代含む)
▽出欠は 4 日位前までに布村教師まで、FAX にてお
願いします。 FAX：048-577-8160
【問い合わせ】法亢聖親(深谷) ☎048-598-3490
【各個教会関係】
 桶川伝道所「音楽伝道会」のご案内
日時 10 月 13 日(日) 午前 10：15 から
会場 桶川伝道所
テーマ 「ナイロビの子どもたちと共に生きて」
講師 市橋隆雄宣教師
内容 礼拝、賛美礼拝の中での宣教報告他
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921
 大宮教会「パイプオルガン演奏会」のご案内
日時 10 月 13 日(日) 午後 3：00 から
会場 大宮教会
演奏者 大木麻理氏
(日本福音ル－テル小鹿教会会員)
入場料 1,000 円(中学生以下 500 円)、当日会場で
【問い合わせ】大宮教会 ☎048-641-6148

 越谷教会「第 8 回卓球大会」のご案内
日時 10 月 20 日(日) 午後 0：30 から
会場 越谷教会・幼稚園ホール
テーマ「弱いときこそ強い卓球大会」
▽団体戦と個人戦がありますが、何れも強い方に
強烈なハンデがつきます。飛び入り参加歓迎。
【問い合わせ】越谷教会 ☎048-962-2743
 初雁教会「チャペル・コンサート」のご案内
日時 10 月 20 日(日) 午後 2：00～3：30
会場 初雁教会
内容 バイオリン、チェロ、ビオラの弦楽四重奏
の室内コンサート
▽同じフロアーで演奏者と聴衆とが一体となって
楽しむことができます。秋の昼さがり、生演奏
の音色をおとどけします。入場無料、コンサー
ト後のティータイムがあります。
【問い合わせ】町田さとみ(初雁) ☎049-224-7594
 川越教会「チャペルコンサート」のご案内
日時 10 月 20 日(日) 午後 2：00～3：30
会場 川越教会
出演 伊藤ちゑ（ソプラノ）
曲目 アメージング・グレース、乾杯の歌他
▽入場無料
【問い合わせ】木ノ内一雄(川越) ☎049－242-4338
 浦和別所教会「秋の特別集会・礼拝」のご案内
時間 10 月 26 日(土) 午後 2：00～4：00
10 月 27 日(日) 午前 10：30～12：00
会場 浦和別所教会
講師 藤井圭子師(日本キリスト伝道会・エバン
ジェリスト、呉平安教会員）
内容 「苦難の底から…真の慰め、真の希望」
～仏教の尼僧からキリスト教へ～
【問い合わせ】山田称子(浦和別所) ☎048-861-4210

 所沢武蔵野教会「特別伝道礼拝」のご案内
日時 10 月 27 日(日) 午前 10：30～12：00
会場 所沢武蔵野教会
説教 三永旨従牧師(所沢武蔵野)
【問い合わせ】石森信雄長老 ☎04-2947-8750
 川口教会「秋のバザー」のご案内
日時 10 月 27 日(日) 午前 11：30～午後 2：30
会場 川口教会
内容 新品衣料、雑貨、手芸品、うどん、焼きそ
ば、ホットドック、手作り菓子類等の販売
【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039
 「子どもと礼拝」セミナーのご案内
日時 11 月 16 日(土) 午後 1：00 から
会場 上尾合同教会
講師 ブランネル・のぞみ先生
内容 「アドヴェント礼拝」および実践報告
費用 1,000 円 (子ども無料)
【問い合わせ】田中かおる(安行) ☎048-296-4002
【一般関係】
 埼玉同宗連「研修会」のご案内
日時 10 月 10 日(木) 午後 1：30 から
会場 埼佛会館
(℡048-861-2138)
講演「身元調査防止と本人通知制度」
講師 小野寺一規氏
(部落解放同盟埼玉県連合会書記長)
【問い合わせ】飯野敏明(本庄) ☎0495-22-2785
「埼玉同宗連」狭山現地学習会のご案内
日時 10 月 28 日(月) 午後 1：00 から
会場 狭山市・富士見集会所 (℡04-2959-6230)
講師 小野寺一規氏
(部落解放同盟埼玉県連合会書記長)
【問い合わせ】飯野敏明(本庄) ☎0495-22-2785

 本庄教会「125 周年記念礼拝」のご案内
日時 10 月 20 日(日) 午前 10：30 から
会場 本庄教会
説教者 島本光廣牧師(隠退教師)
【問い合わせ】飯野敏明(本庄) ☎0495-22-2785
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