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11 月の予定

3 日(月) ＣＳせいと大会
武蔵丘陵森林公園 10：45ａｍ
4 日(火) 教師委員会
埼玉新生教会 3：00ｐｍ
5 日(水) 婦人部委員会
埼玉新生教会 10：00ａｍ
10 日(月) 最寄り 2 区教師会
埼玉和光教会 10：30ａｍ
最寄り 3 区教師会
深谷西島教会 10：30ａｍ
最寄り 1 区教師会
西川口教会 11：00ａｍ
11 日(火) 伝道所・集会所との懇談会
埼玉新生教会 3：00ｐｍ
地区委員会
埼玉新生教会 5：00ｐｍ
16 日(日) 壮年部研修会
岩槻教会 2：00ｐｍ
17 日(月) 第 2 ブロック最寄り婦人研修会
七里教会 10：00ａｍ

教会・教師の動き
○ 9 月 28 日、武蔵豊岡教会の献堂式が行われました。
出席は武蔵豊岡教会(60 名)を含めて275 名(大人こ
ども含む)でした。
○ 白岡伝道所の故福島聖二牧師は 10 月 6 日(月)、帰
天されました。83 歳。10 月 13 日、14 日に前夜式、
告別式が執り行われました。多数の御会葬、弔電を
有難うございます。(白岡伝道所・佐々木佐余子)
【郵便振込先口座番号】名称：日本基督教団埼玉地区
口座番号 ００１３０－２－４１３１２７
最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。

今月の集会案内等

お知らせ・お願い

11 月 3 日(月・祝) ＣＳせいと大会
時間 午前 10：45～午後 2：30
南口ゲート集合 午前 10：00
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

【地区関係】
 最寄り 1 区教師会のご案内
日時 11 月 10 日(月) 午前 11：00～午後 1：30
会場 西川口教会
礼拝 金田佐久子牧師(西川口)
発題 許昌範牧師(国際愛) 「聖霊について」
【問い合わせ】佐々木佐余子(白岡) ☎048-794-6935

11 月 16 日(日) 壮年部研修会
時間 午後 2：00～5：00 (受付 午後 1：30)
会場 岩槻教会
テーマ 「信仰者として老いをどう迎えるか」
開会礼拝 中島保寿教師（隠退教師）
講師 児島康夫氏
(川越キングス・ガーデン施設長）
▽講演後、分団の時があります。各教会の壮年の
方、ぜひご参加ください。
【問い合わせ】松下充孝(大宮) ☎048-652-0543
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)
「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」
▽ミニコンサート＆テイータイム
太田牧師によるリコーダー＆ギター演奏、アド
ベントを前にみんなで主を待ち望み賛美しょう
【問い合わせ】七里教会 ☎048-685-3701

 最寄り 2 区教師会のご案内
日時 11 月 10 日(月) 午前 10：30 から
会場 埼玉和光教会
礼拝 三浦修牧師(埼玉和光)
発題 澁谷弘祐牧師(毛呂)
「キリスト教社会学
－社会に発信するキリスト教思想－」
▽手作りの弁当があります。申込は、東松山教
会・野村忠規までご連絡ください。
電話・ＦＡＸ 0493-22-0985
【問い合わせ】野村忠規(東松山) ☎0493-22-0985
 最寄り 3 区教師会のご案内
日時 11 月 10 日(月) 午前 10：30～午後 2：00
会場 深谷西島教会
説教 温井節子牧師(秩父)
発題 竹内紹一郎牧師(深谷西島)
会費 300 円
食事代 700 円
【問い合わせ】法亢聖親(深谷) ☎048-598-3490

 地区合同教師会のご案内
2015 年 1 月 26 日(月)、愛泉教会で開催されます。
講師は深井智明先生(金城学院大学教授)、内容は
≪12 月、2015 年 1 月の情報をお寄せください≫
「意味喪失し混迷した時代を神学の目で見る」
◎ＦＡＸ：048-979-1057
(仮題)です。今からご予定に入れておいて下さい。
【問い合わせ】三羽善次(和戸) ☎0480-32-2112
◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp
http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/
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お知らせ・お願い
【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 3 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
 上尾合同教会・上尾富士見幼稚園共催バザー
日時 11 月 3 日(月・祝) 午前 11：00～午後 2：00
会場 上尾合同教会
【問い合わせ】上尾合同教会 ☎048-771-6549
 桶川伝道所「24 周年・ハッピーバースディ賛美礼拝
＆コンサート」のご案内
日時 11 月 9 日（日） 午前 10：30～午後 1：30
会場 桶川伝道所
メッセージ 渡辺久純牧師
出演 アンサンブルファミリーコンプレックス
▽コンサートに協力されているファミリーに赤ち
ゃんが与えられました。礼拝式中、乳児祝福式
があります。
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921

 川口教会「秋のコンサート」のご案内
日時 11 月 23 日（日） 午後 2：30～4：00
会場 川口教会
出演 秋谷あつ子氏(埼玉和光教会員)他
【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039
 桶川伝道所からのお願い
白アリ駆除工事費返済の為に、二つのことをお祈
り下さい
①2 月中旬に「会堂補修緊急貸出金」の返済があ
ります。白アリ献金募金にご協力ください。
②返済金の補てんの為に、12 月と 1 月にコンサー
トを行います。80 人の出席を祈って下さい。
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921
 桶川伝道所「クリスマスチャリティーコンサート」
のご案内
日時 12 月 20 日(土) 午後 2：00～4：00
会場 桶川伝道所
出演 了戒洋子(独唱)、原実和子(ヴァイオリン)
桶川・上尾在住の音楽家、アンサンブル
ファンタジア他
▽桶川のＣＳ生徒が成長しプロデビューしました
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921
 初雁教会「クリスマス諸集会」のご案内
会場 初雁教会
①クリスマス礼拝
日時 12 月 21 日(日) 午前 10：30～午後 0：30
※昼食はクリスマス愛餐会があります。
②教会学校クリスマス礼拝
日時 12 月 21 日(日) 午後 2：00～3：30
③イブ礼拝
日時 12 月 24 日(水) 午後 7：30～9：00
※ハンドベルや聖歌隊、その他賛美がいっぱい
【問い合わせ】町田さとみ(初雁) ☎049-224-7594

【一般関係】
 アジア教会婦人(ＡＣＷＣ)日本委員会一日研修会
のご案内
日時 11 月 14 日(金) 午前 10：30～午後 3：00
会場 富士見町教会
聖書研究 森島恵(日本バプテスト同盟)
発題 北村萬里子師(モンゴル聖書宣教会宣教師)
▽8 月 30 日締め切りで申し込まれた方のみ
【問い合わせ】中松聖美(武蔵豊岡) ☎04-2963-6601
 さいたま市民クリスマス 2014 のご案内
日時 12 月 7 日(日) 午後 3：00 から
会場 さいたま市民会館おおみや大ホール
テーマ 「最高のプレゼント
～クリスマスの希望と心～」
講師 姜尚中先生(聖学院大学学長)
音楽 大宮香織氏(シンガーソングライター)
入場料 500 円
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379
 第 40 回川越市民チャリティークリスマスのご案内
日時 12 月 18 日(木) 午後 7：00～8：00
会場 川越市民会館大ホール
演奏 佐々木冬彦氏(ハープ演奏)
入場料 当日 1,000 円 (前売 700 円)
▽チケット購入の問い合わせ ☎049-224-7594
【問い合わせ】町田さとみ(初雁) ☎049-224-7594
「埼玉県南クリスマス・コンサート」のご案内
日時 12 月 2 日(火) 午後 7:00 から
会場 川口リリア音楽ホール(川口駅西口すぐ）
ゲスト 工藤美穂(バイオリン)他
説教 鷲尾繁牧師(ろう者、手話通訳あり)
(はれるや・デフ・スポーツ伝道団)
▽入場無料
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036

 初雁教会「讃美歌をうたう会」のご案内
日時 11 月 15 日(土) 午後 3：00～4：00
会場 初雁教会
内容 小林浩さん(初雁教会オルガニスト、埼玉オ
ペラ会員)の指導を受けながら楽しく歌う
会。参加費無料、どなたでもどうぞ。
【問い合わせ】町田さとみ(初雁) ☎049-224-7594
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