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11 月の予定

4 日(月) ＣＳせいと大会
森林公園 10：45ａｍ
6 日(水) 婦人部委員会
大宮教会 10：00ａｍ
教師委員会
大宮教会 3：00ｐｍ
9 日(土) 第 7 ブロック最寄り婦人研修会
熊谷教会 10：30ａｍ
13 日(水) 教会音楽委員会
大宮教会 1：30ｐｍ
教育委員会
狭山教会 6：30ｐｍ
16 日(土) 第 4 ブロック最寄り婦人研修会
桶川伝道所 1：30ｐｍ
17 日(日) 壮年部研修会
埼玉和光教会 2：30ｐｍ
アーモンドの会委員会 埼玉和光教会 4：00ｐｍ
19 日(火) 地区委員会
大宮教会 5：00ｐｍ
24 日(日) 白岡伝道所・佐々木佐余子牧師就任式
白岡伝道所 3：00ｐｍ
久美愛教会献堂式 久美愛教会 2：00ｐｍ

今月の集会案内等
11 月 4 日(月・祝) ＣＳせいと大会
時間 午前 10：45～午後 2：30
会場 武蔵丘陵森林公園・運動広場
説教者 末永廣牧師(小川)
参加費 100 円
申込 10 月 29 日(火)までに、山岡創まで
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330
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
最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。

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 1：00)
会場 桶川伝道所
開会礼拝 佐々木佐余子牧師(白岡)
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) 壮年部研修会
時間 午後 2：30 から
会場 埼玉和光教会
テーマ 「信仰の継承」
－ 教会編・地域編・家庭・親族編 －
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
11 月 24 日(日) 白岡伝道所・佐々木佐余子牧師就任式
時間 午後 3：00～4：30
会場 白岡伝道所
司式者 疋田國磨呂牧師(大宮)
▽駐車場有。出欠は 11 月 18 日(月）までに。
【問い合わせ】福島聖二(白岡) ☎0480-92-1309
11 月 24 日(日) 久美愛教会献堂式
時間 午後 2：00～4：00
会場 久美愛教会
司式者 中村眞(埼玉新生)
【問い合わせ】久美愛教会 ☎048-873-4566

お知らせ・お願い
 最寄り 1 区教師会のご案内
【地区関係】
日時 11 月 11 日(月) 午前 10：30～午後 1：00
会場 西川口教会
内容 ①礼拝 金田佐久子教師(西川口)
②発題 坪内時雄教師(東京聖書学校吉川)
【問い合わせ】佐々木佐余子(白岡）☎048-794-6935
http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/

【地区関係】
 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)
▽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
 最寄り 2 区教師会のご案内
日時 11 月 18 日(月) 午前 10：00～午後 2：00
会場 坂戸いずみ教会
内容 ①礼拝 澁谷弘祐教師(毛呂)
②発題 山岡創教師(坂戸いずみ)
▽出欠を、開催日５日前までに、野村までお知ら
せ下さい。TEL・ FAX 0493-22-0985
【問い合わせ】野村忠規(東松山) ☎0493-22-0985
【各個教会関係】
 越谷教会・附属越谷幼稚園バザーのご案内
日時 11 月 4 日(月・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。
当日、駐車場は全て駐輪場となります。
【問い合わせ】越谷教会 ☎048-962-2743
 毛呂教会「飯靖子と洗足の仲間たち」コンサート
のご案内
日時 11 月 9 日(土) 午後 2：00 (開場 1：30)
会場 毛呂教会
内容 洗足学園音楽大学の飯靖子ゼミ生たちの
演奏会
▽入場無料。神愛ホームのための募金有。
【問い合わせ】澁谷実季(毛呂) ☎049-294-3444

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.2023 (裏面)

お知らせ・お願い
【各個教会関係】
 「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 ブラウネル・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
 西川口教会「秋の特別礼拝」のご案内
時間 11 月 17 日(日) 午前 10：30～11：45
会場 西川口教会
講師 安藤脩牧師(横浜岡村教会）
説教 「わたしがあなたを選んだ」
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036
 埼玉新生教会「ＰＦコンサート」のご案内
日時 11 月 17 日(日) 午後 2：00～4：00
会場 埼玉新生教会
テーマ 「希望」
さんび ＰＦメンバー
▽教会学校のスタッフや生徒たちにおいでいただ
きたいです。一緒にさんびいたしましょう。
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379

 埼玉和光教会「教育講演会」のご案内
日時 11 月 18 日(月) 午前 9：30～11：00
会場 埼玉和光教会
講師 古谷健司先生(鶴川シオン幼稚園園長)
講演 「たいせつなものは？
－キリスト教保育の核にあるもの－」
【問い合わせ】三浦修(埼玉和光) ☎048-461-2177
 三芳教会「バザー」のご案内
日時 11 月 23 日(土) 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。また今年は特価品が多数あります。
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】中山弘隆(三芳) ☎049-258-3766
 武蔵豊岡教会「秋の特別伝道講演会」のご案内
日時 11 月 23 日(土) 午後 2：00 (開場 1：30)
会場 武蔵豊岡教会
講師 山北宣久先生(青山学院長)
講演主題 「ください ください」
▽入場無料。
【問い合わせ】栗原清(武蔵豊岡) ☎04-2965-4348
 東京聖書学校吉川教会「献堂 20 周年記念礼拝」の
ご案内
日時 11 月 24 日(日) 午前 10：30～12：00
会場 東京聖書学校吉川教会
説教 西海満希子牧師(越生、東京聖書学校教授)
説教題 「もし、信じるなら」
▽東京聖書学校吉川教会も、この地にあって 20 年
になりました。支援を心より感謝申し上げます。
【問い合わせ】深谷春男(東京聖書学校吉川)
☎048-982-5064

 狭山教会「教会音楽会」のご案内
日時 11 月 17 日(日) 午後 2：30 (開場 2：00)
会場 狭山教会
出演 及川豊(テノール)、渡部聡(オルガン)
新井道代(バロックフルート)
【問い合わせ】森淑子(狭山) ☎04-2954-8131
 川口教会「秋の音楽会」のご案内
日時 11 月 24 日(日) 午後 2：00 から
会場 川口教会
出演 秋谷あつ子(ソプラノ独唱)、山下恵(伴奏)
（共に埼玉和光教会員）
【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039
【一般関係】
 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
【問い合わせ】中松聖美(武蔵豊岡) ☎04-2963-6601
 東神大埼玉地区後援会主催の講演会のご案内
日時 11 月 10 日(日) 午後 3：00～5：00
会場 大宮教会
テーマ 「日本人とキリスト教
－２つをつなぐ『と』の意味－
講師 神代真砂実教授（東京神学大学）
【問い合わせ】山ノ下恭二(東大宮) ☎048-684-5323
 東京信徒会開催「全国信徒会再結成に向けて」案内
日時 11 月 16 日(土) 午後 2：00～4：30
会場 富士見町教会 集会室
主題 「全国信徒会再結成に向けて」
▽全国信徒会は、1941 年日本基督教団成立の年に
結成、戦後再発足。1969 年教団紛争と共にその
実体を失いました。話し合いの時と致します。
【問い合わせ】鈴木功男(東京信徒会) ☎044-969-2024

 埼玉和光教会「秋期特別伝道礼拝」のご案内
日時 11 月 17 日(日) 午前 10：30～12：00
会場 埼玉和光教会
説教者 菊地譲牧師
（山谷兄弟の家伝道所・まりや食堂）
説教題 「御言葉に立つ」
【問い合わせ】三浦修(埼玉和光) ☎048-461-2177
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