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12 月の予定

15 日(月) 婦人部委員会
浦和別所教会 10：00ａｍ

教会・教師の動き
10 月 26 日、浦和東教会の献堂式が行われました。

来月の集会案内等

1 月 26 日(月) 三区合同教師会
時間 午前 10：30～午後 1：30
会場 愛泉教会
講演 「現代の神学的状況」
講師 深井智朗先生(金城学院大学教授)
▽教職の皆様、是非ご参加ください。
【問い合わせ】三羽善次(和戸) ☎0480-32-2112

お知らせ・お願い
【地区関係】
 地区会計からのお願い
2014 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。
【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
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036

 深谷教会「クリスマス諸集会」のご案内
会場 深谷教会
①深谷教会クリスマスハンドベルコンサート
日時 11 月 30 日(日) 午後 1：30(1：00 開場)
内容 新島学園によるハンドベルコンサート
▽入場料無料
②クリスマス礼拝
日時 12 月 21 日(日) 午前 10：30 から
③クリスマスの集い
日時 12 月 23 日(火・祝) 午後 4：00 から
１部 Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ ｉｎ Ｊａｚｚ
２部 キャンドルサービス
▽入場無料
【問い合わせ】法亢聖親(深谷) ☎048-598-3490

1 月 12 日(月・祝) 新年合同礼拝
 桶川伝道所「クリスマスチャリティーコンサート」
1 区【会 場】上尾合同教会
のご案内
【説教者】伊藤瑞男牧師(大泉べテル)
日時 12 月 20 日(土) 午後 2：00 から
【子ども説教】棚橋千恵美牧師(越谷)
(開場 1：30)
【聖餐式】秋山徹牧師(上尾合同)
 ホームページ委員会からのお願い
会場 桶川伝道所
2 区【会 場】武蔵豊岡教会
埼玉地区のホームページには、埼玉地区
60
の教
出演 了戒洋子(ソプラノ)、吉澤いづみ(チェロ)
【説教者】最上光宏牧師(所沢みくに)
会・伝道所の詳細ページがあります。この中に
下公子(ヴァイオリン)他
【子ども説教】指方周平牧師(東所沢)
集会案内が掲載されていますが、集会内容や時間
入場料 1,100 円(紅茶・ケーキ付)
【聖餐式】野村忠規牧師(東松山)
の変更のある教会は
FAX
またはメールでお知らせ
小学生以下 700 円
3 区【会 場】深谷教会
ください。宜しくお願い致します。
目的 白あり工事費の為
【説教者】石川榮一牧師(北本)
FAX:048-979-1057
▽桶川のＣＳ卒業生がプロデビュー、周りを 7 人
【子ども説教】高橋悦子牧師(桶川)
メール: toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp
の音楽家が固めます。
【聖餐式】三羽善次牧師(和戸)
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生)
☎048-852-1379
【問い合わせ】高橋悦子(桶川)
☎048-787-5921
▽開始時間は各会場とも、午前 10：30 です。
★礼拝プログラムは当日、配布いたします。讃美歌、
【各個教会関係】
 草加教会「クリスマスイブ礼拝」のご案内
聖書箇所はプログラムに印刷いたしますので、お

聖学院教会「クリスマスコンサート」のご案内
日時 12 月 24 日(水) 午後 6：00～7：00
持ちにならなくて結構です。
日時 12 月 7 日（日） 午後 1：30～3：00
会場 草加教会(ひかり幼稚園礼拝室)
★式の中、成人を祝福する「成人の祈り」を用意し
会場
聖学院教会礼拝堂（聖学院大学チャペル）
出演 春名将資さん(ゴスペルシンガー)
ていますので、新成人の方はぜひご出席ください。
出演 小西優子牧師 ―ピアノ演奏とお話―
メッセージ 髙田輝樹牧師(草加)
★埼玉地区では、成人の日を｢地区デ―」と定め、地
▽入場無料、駐車場あります。日曜日ですので
▽ゴスペルシンガー、春名将資さんを迎えて、共
区の一致と連帯を特に推進する日としています。
駅からの送迎バス（学生バス）はありません。
に歌い賛美します。どなたでもどうぞ。
「地区デー献金」は、この礼拝の際にお持ち下さい。
【問い合わせ】東野尚志(聖学院) ☎048-781-2829
【問い合わせ】三川弘子(草加) ☎048-935-6258
【問い合わせ】佐々木佐余子(白岡) ☎048-794-6935
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
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お知らせ・お願い
【各個教会関係】
 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
 桶川伝道所「ニューイヤー・チャリティーコンサー
ト」のご案内
日時 1 月 31 日(土) 午後 2：00 から
会場 桶川伝道所
出演 原実和子(ヴァイオリン)、了戒洋子(ソプラ
ノ)、馬場津也子(ソプラノ)他
入場料 1,100 円(ケーキ・茶付)
目的 白アリ工事費の為
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921

 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

報 告
【各集会参加者数】
・アーモンドの会 (9／23)
64 名・24 教会
・埼玉地区災害対応「講演会」(10／4)
27 名・17 教会
・中学生・ＫＫＳ・青年「秋のフェスタ」 (10／4)
31 名
・沖縄からの平和メッセージ (10／4) 30 名
・伝道と賛美の集い (10／25) 226 名・24 教会
・秋の教会音楽講習会 (10／25) 18 名・6 教会
・ＣＳせいと大会 (11／3)
65 名・8 教会
・壮年部研修会 (11／16)
43 名・13 教会
・最寄り婦人研修会 (ブロックの後ろは会場教会)
1 ブロック 久美愛 (10／16)
33 名・6 教会
2 ブロック 七里
(11／17)
45 名・7 教会
3 ブロック 岩槻
(10／13)
30 名・7 教会
4 ブロック 北本
(10／18） 37 名・7 教会
(右上へつづく)

5 ブロック 毛呂
(10／31)
6 ブロック 川越
(10／27)
7 ブロック 深谷西島 (10／4)
合計 260 名・47 教会

40 名・8 教会
42 名・8 教会
33 名・4 教会

第 39 回教団総会報告
10 月 28 日(火)から 30 日(木)、第 39 回日本基督教団
総会がホテルメトロポリタンを会場に開催された。
今総会の主題は「伝道する教団の建設 －信仰の一致に
基づく伝道の推進 －」である。
【議長選挙】
石橋秀雄(関東教区・越谷)が再選(3 期目)された。
【副議長選挙】
佐々木美知夫(東海教区・静岡)が選出された。
【書記】
雲然俊美(奥羽教区・秋田桜)が議長副議長より推薦さ
れ選任(再選)。
【常議員選挙】
(教職)
保科隆(東北) 高橋和人(東京)
高橋潤(中部) 藤掛順一(神奈川) 長山信夫(東京)
篠浦千史(四国) 岡村恒(大阪) 岡本知之(兵庫)
小橋孝一(東京) 深谷春男(関東) 真壁巌(西東京)
宮本義弘(東海) 東野尚志(関東) 北紀吉(東海)
(信徒)
鈴木功男(東京) 河田直子(東中国)
杉森耀子(神奈川) 朝岡瑞子(東京)
望月克仁(神奈川) 佐久間文雄(関東)
川原正言(西東京) 稲松善人(東海)
中嶌暁彦(西東京) 八嶋由里子(東海)
岡田義信(東京) 野村敏彦(中部) 井田昌之(西東京)

【一般関係】
「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
≪1 月、2 月の情報をお寄せください≫
会場 川口リリア音楽ホール(川口駅西口すぐ）
各個教会の情報もお寄せください。
ゲスト 工藤美穂(バイオリン)他
締切は毎月 20 日、ホームページにも掲載します。
説教 鷲尾繁牧師(ろう者、手話通訳あり)
(ホームページには締切はありません)
(はれるや・デフ・スポーツ伝道団)
◎ＦＡＸ：048-979-1057
▽入場無料
◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036
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

