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10 月の予定

4 日(土) 埼玉地区災害対応「講演会」
埼玉新生教会 10：00ａｍ
4 日(土) 中学生・ＫＫＳ・青年「秋のフェスタ」
武蔵豊岡教会 10：30ａｍ
4 日(土) 沖縄からの平和メッセージ
川口教会 2：00ｐｍ
19 日(日) 社会活動委員会・社会委員会
浦和東教会 3：00ｐｍ・5：00ｐｍ
25 日(土) 伝道と賛美の集い
武蔵豊岡教会 2：00ｐｍ
25 日(土) 秋の教会音楽講習会
埼玉新生教会 1：30ｐｍ
26 日(日) 浦和東教会献堂式
浦和東教会 2：00ｐｍ
※最寄り婦人研修会は 3 段目をご覧ください

今月の集会案内等
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) 沖縄からの平和メッセージ
時間 午後 2：00 から
会場 川口教会
主催 社会委員会
メッセージ 知念優幸(沖縄キリスト学院大学生)
▽沖縄の青年の声を聞こう
【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039
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」
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)
▽この機会に新しい会堂をぜひご覧ください。
終了後、お茶の用意とミニバザーがあります。
【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 埼玉新生教会
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☎048-853-5867

最寄り婦人研修会
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
10 月 13 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 岩槻教会
講師 川中真牧師(岩槻)
【問い合わせ】岩槻教会 ☎048-756-0468
10 月 16 日(木) 第 1 ブロック最寄り婦人研修会
時間 午前 10：00～12：00 （バザーあり）
会場 久美愛教会
講師 遠藤公義牧師(久美愛)
【問い合わせ】鈴木悦子(久美愛) ☎090-4071-9059
10 月 18 日(土) 第 4 ブロック最寄り婦人研修会
時間 午後 1：20～4：00(受付 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)
【問い合わせ】北本教会 ☎048-591-1558
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
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 2：30
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
11 月 17 日(月) 第 2 ブロック最寄り婦人研修会
時間 午前 10：00～12：00
会場 七里教会
開会礼拝 太田光夫牧師(七里)
【問い合わせ】七里教会 ☎048-685-3701

10 月 26 日(日) 浦和東教会献堂式
10 月 4 日(土) 中学生・KKS・青年「秋のフェスタ」
時間 午後 2：00 から
時間 午前 10：30～午後 2：30
会場 浦和東教会
会場 武蔵豊岡教会
司式・説教 永井二三男牧師(浦和東)
内容 キャンプ文集作り、礼拝、昼食と交わり
▽献堂式に引き続き感謝会を予定しております。
参加費 200 円
（終了時刻午後 4：00）尚、駐車スペースがあり
▽出欠の返事を 10 月 1 日(水)までに、山岡創
ませんので、公共交通機関のご利用を願いします。
まで。電話 049-283-0330（坂戸いずみ教会）
【問い合わせ】永井二三男(浦和東) ☎048-882-4851
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330
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
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来月の集会案内等
11 月 3 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 森淑子牧師(狭山)
参加費 100 円
申込 10 月 28 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

お知らせ・お願い
 七里教会「知念さんと語る会」のご案内
日時 10 月 3 日(金) 午後 7：00～
会場 七里教会
内容 知念優幸さんと辺野古問題などを語ります
【問い合わせ】大田光夫(七里) ☎048-685-3701
 埼玉和光教会「特別伝道礼拝と講演会」のご案内
会場 埼玉和光教会
講師 市橋隆雄先生(ケニヤキューナ教会宣教師)
①秋期特別伝道礼拝
日時 10 月 5 日(日) 午前 10：30～11：45
説教 「もう少しこのままで」
②教育講演会
日時 10 月 7 日(火) 午前 9：00～11：00
講演 「怒らせないで」
▽入場無料
【問い合わせ】埼玉和光教会 ☎048-461-2177

 「西川口伝道 50 年記念秋の特別礼拝・講演会」
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)
①礼拝 午前 10：30～11：45
②講演 午後 2：00～3：30
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036
 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
 越谷教会「第 9 回卓球大会」のご案内
日時 10 月 19 日(日) 午後 0：30 から
会場 越谷教会・幼稚園ホール
テーマ「更に弱いときこそ強い卓球大会」
▽強い方に強烈なハンデ(変形ラケット)がつきます
【問い合わせ】越谷教会 ☎048-962-2743
 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
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

 川口教会「秋のバザー」のご案内
日時 10 月 26 日(日) 午前 11：30～午後 2：30
会場 川口教会
【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039
 初雁教会「讃美歌をうたう会」のご案内
日時 10 月 18 日(土) 午後 3：00～4：00 (初回)
毎月第 3 土曜日におこないます
会場 初雁教会
講師 小林浩さん(初雁教会員、埼玉オペラ会員)
▽毎回讃美歌とハレルヤ(英語版)を歌います。
ノンクリスチャンも募集。参加費無料。
【問い合わせ】町田さとみ(初雁) ☎049-224-7594
 初雁教会「チャペル・コンサート」のご案内
日時 10 月 26 日(日) 午後 2：00～3：30
会場 初雁教会
内容 室内弦楽四重奏。
▽演奏者と近い距離での生演奏です。入場無料。
コンサート後、Tea Time があります。
【問い合わせ】町田さとみ(初雁) ☎049-224-7594
【一般関係】
「埼玉同宗連」研修会のご案内
日時 10 月 10 日(金) 午後 1：30～3：30
会場 埼佛会館(さいたま市)
内容「ＳＡＹＡＭＡ 見えない手錠をはずすまで」
【問い合わせ】飯野敏明(本庄) ☎0495-22-2908

 東神大埼玉地区後援会主催の講演会のご案内
 川越教会「チャペルコンサート」のご案内
 坂戸いずみ教会「チャペルコンサート」のご案内
日時 10 月 19 日（日）午後 3：00～5：00
「澄みわたる弦のしらべ」
「箏のしらべ」
会場 上尾合同教会
日時 10 月 12 日(日) 午後 3：00～4：30
日時 10 月 26 日(日) 午後 2：00～3：00
講演「輝きを取り戻す -神にかたどられた人間-」
会場 川越教会
演奏者 綿貫里織、川端あすか
▽入場無料
講師 芳賀力先生(東神大学長)
出演 巌埼友美（ヴァイオリン）
、康路加（ピアノ）
※午後
3：00～4：00
ティータイムと交流
▽どなたでもご参加ください。
▽入場無料
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330
【問い合わせ】疋田國磨呂(大宮) ☎048-641-6148
【問い合わせ】木ノ内一雄(川越) ☎049-242-4338
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