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今月の集会案内等 
 10月18日(土) 第4ブロック最寄り婦人研修会 

  時間 午後1：30～4：00 (受付 午後1：00) 

会場 北本教会 

開会礼拝 石川栄一牧師(北本) 

講師 川染三郎牧師(鴻巣) 

主題 御言葉に堅くたつ教会 

▽お交わり 午後3：00～4：00 

 【問い合わせ】北本教会 ☎048-591-1558 

 

10月25日(土) 伝道と賛美の集い 

  時間 午後2：00～4：00 

  会場 武蔵豊岡教会 

  テーマ 教会建築記念コンサート 

      「響く弦の調べはあなたを祝う」 

(詩編45編9節より) 

  出演 杉山優子姉(ヴァイオリン奏楽と証し) 

     木下裕美姉(ピアノ伴奏) 

  ショートメッセージ 栗原清牧師(武蔵豊岡) 

【問い合わせ】東海林昭雄(埼大通り) ☎048-852-2735 

  

10月25日(土) 秋の教会音楽講習会 

  時間 午後1：30～4：00 

  会場 東大宮教会 

  テーマ 「礼拝の実際」 

  内容  多様化している現代の礼拝について学ぶ 

  講師 越川弘英先生(同志社大学教授) 

  参加費 500円 

【問い合わせ】吉田みち子(埼玉新生) 

               ☎048-853-5867 

 

10月27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 

  会場 川越教会 

開会礼拝 森淑子牧師(狭山) 

講師 木ノ内一雄牧師(川越) 

  【問い合わせ】川越教会 ☎049-242-4338 

     9月の予定 
9月23日(火・祝) 第20回アーモンドの会 

  時間 午前10：00～午後3：00 

  会場 埼玉和光教会 

  主題 「命の喜び - 出生前診断をめぐって -」 

  講師 渋沢久氏(本庄教会役員) 

      (全国キリスト教障害者団体協議会会長) 

  参加費 1,000円(昼食代含む) 

  申込 ＦＡＸ：048-648-7115(石川幸男宛) 

  締切 9月9日(期日厳守) 

  【問い合わせ】森淑子(狭山) ☎04-2954-8131 

 

9月28日(日) 武蔵豊岡教会献堂式 

  時間 午後2：30から 

  会場 武蔵豊岡教会 

  司式者 栗原清(武蔵豊岡) 

説教者 石橋秀雄牧師(日本基督教団総会議長) 

  ▽駐車場：先着30台(お早めにご来場下さい) 

  ※当日の礼拝(午前10：30から)は、創立125周年 

   記念礼拝です。説教者は石橋秀雄牧師。 

  【問い合わせ】栗原清(武蔵豊岡) ☎04-2965-4348 

来月の集会案内等 

10月4日(土) 埼玉地区「災害対応講演会」 

  時間 午前10：00～12：00 

  会場 埼玉新生教会  

  演題 「いわき = 原発から40キロの町の今」 

  講師 上竹裕子牧師(磐城教会) 

【問い合わせ】三羽善次(和戸) ☎0480-32-2112 

 

10月4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 

  会場 深谷西島教会 (10台駐車可) 

講師 竹内紹一郎牧師(深谷西島) 

【問い合わせ】深谷西島教会 ☎048-575-2723 

 2日(火) 災害対応委員会 

       埼玉新生教会 5：00ｐｍ 

 8日(月) 最寄り2区教師会 

       所沢みくに教会 10：30ａｍ 

伝道委員会 

       武蔵豊岡教会6：30ｐｍ 

12日(金) 地区委員会 

       埼玉新生教会 5：00ｐｍ 

16日(火) 教師委員会 

       埼玉新生教会 2：00ｐｍ 

17日(水) 婦人部委員会 

       埼玉新生教会 10：00ａｍ 

19日(金) 教育委員会 

       狭山教会 6：30ｐｍ 

21日(日) 壮年部委員会 

       春日部教会 2：30ｐｍ 

ホームページ委員会 

       西川口教会 5：00ｐｍ 

22日(月) 最寄り1区教師会 

       東大宮教会 10：30ａｍ 

23日(火) 第20回アーモンドの会 

       埼玉和光教会 10：00ａｍ 

28日(日) 武蔵豊岡教会献堂式 

       武蔵豊岡教会 2：30ｐｍ 

29日(月) 最寄り3区教師会 

       和戸教会 10：30ａｍ 

報 告 

【各集会参加者数】 

・中学生・ＫＫＳ・青年キャンプ (8／12～14) 

                  60名・15教会 

・平和を求める8・15集会 (8／15) 85名・23教会 

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 



埼玉地区月報  No.213 (裏面) 
  川越教会「チャペルコンサート」のご案内  

「澄みわたる弦のしらべ」 

日時 10月12日(日) 午後3：00～4：30 

会場 川越教会 

出演 巌埼友美（ヴァイオリン）、康路加（ピアノ） 

▽入場無料 

【問い合わせ】木ノ内一雄(川越) ☎049-242-4338 

 

 加須教会「特別伝道集会」のご案内  

日時 10月19日(日) 午後1：30～2：30 

会場 加須教会 

講演「子育て失敗は成功 

…絵本作家のぶみの母となりて」 

講師 斎藤恵子牧師 

▽参加費 無料 

【問い合わせ】舟生康雄(加須) ☎0480-65-3447 

 

 「西川口伝道50年記念秋の特別礼拝・講演会」の 

  ご案内 

日時 10月19日(日) 

会場 西川口教会 

講師 山浦玄嗣先生(ケセン語訳新約聖書著者) 

        (医師、カトリック大船渡教会員) 

①礼拝 午前10：30～11：45 

説教題 「ニコデモとの問答」 

②講演 午後2：00～3：30 

講演題 「みんなの憧れ『永遠の命』とは何か」 

【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036 

 

 2014年浦和別所教会秋期特別集会のご案内 

日時 10月25日(土) 午後2：00～4：00 

   (開場 午後1：30) 

講演 『赤毛のアン』と聖書のことば 

講師 宮葉子氏(文筆家・牧師の奥さん) 

    (｢アンが愛した聖書のことば」著者｣ 

 【問い合わせ】山田称子(浦和別所) ☎048-861-4210 

 【地区関係】 

 最寄り2区教師会のご案内  

日時 9月8日(月) 午前10：30から 

会場 所沢みくに教会 

礼拝 最上光宏牧師(所沢みくに) 

発題 指方周平牧師(東所沢) 

▽手作り弁当の準備があります。参加希望者は、 

東松山教会・野村忠規までご連絡ください。 

 【問い合わせ】野村忠規(東松山) ☎0493-22-0985 

 

 最寄り1区教師会のご案内  

日時 9月22日(月) 午前10：30～午後1：00 

会場 東大宮教会 

説教 久保島泰牧師(東大宮) 

  発題 久保島理恵牧師(東大宮) 

  会費 1,000円 

▽出欠を9月17日(水)までに久保島理恵牧師まで 

お知らせ下さい。 

☎048-684-5323 fax048-686-3304 

【問い合わせ】佐々木佐余子(白岡) ☎048-794-6935 

 

 最寄り3区教師会のご案内  

日時 9月29日(月) 午前10：30～午後2：00 

会場 和戸教会 

礼拝 三羽善次牧師(和戸) 

発題 山野裕子牧師(久喜復活集会所) 

会費 300円   昼食代 700円 

【問い合わせ】法亢聖親(深谷) ☎048-575-2838 

 

【一般関係】 

 映画「ＳＡＹＡＭＡ 見えない手錠をはずすまで」 

  上映のお知らせ  

  日時 9月6日(土) 午後1：00から 

会場 ジャック大宮 宇宙劇場・5階研究室 

▽入場無料 

【問い合わせ】飯野敏明(本庄) ☎0495-22-2908 

来月の集会案内等 
10月31日(金)  第5ブロック最寄り婦人研修会 

  時間 午前10：30～午後2：00 

  会場 毛呂教会 

講師 澁谷弘祐牧師(毛呂) 

 【問い合わせ】毛呂教会 ☎049-294-3444 

お知らせ・お願い 

【各個教会関係】 

 桶川伝道所「賛美礼拝＆コンサート」のご案内 

  日時 9月21日(日) 午前11：00から 

  会場 桶川伝道所 

  講師 清水眞氏 

  ▽秋谷あつ子氏・山下恵氏(埼玉和光教会員)の歌 

   を聴き、皆でスウィングしたいと思います。 

  ▽入場無料、食事300円 

 【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 

 北本教会「伝道集会」のご案内  

日時 9月27日(土) 午後2：00～4：00 

会場 北本教会 

講師 石丸昌彦先生(精神科医、放送大学教授) 

テーマ 「心の健康と魂の健康」 

【問い合わせ】石川栄一(北本) ☎048-591-1558 

 

 上尾合同教会「特別伝道礼拝・集会」のご案内  

日時 9月28日(日) 午前10：15～ 

会場 上尾合同教会 

主題 ひらかれた教会を目指して 

      －それでもこの地を愛し、人を愛する－ 

説教者及び講師 上竹裕子牧師(磐城教会) 

▽どなたでもご出席ください。 

【問い合わせ】上尾合同教会 ☎048-771-6549 

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 


