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10 月の予定

3 日(土) 第 1 ブロック最寄り婦人研修会
浦和別所教会 10：00ａｍ
3 日(土) 第 2 回埼玉地区教会音楽講習会
東京聖書学校吉川教会 1：30ｐｍ
12 日(月) ＣＳせいと大会
武蔵丘陵森林公園 10：00ａｍ
16 日(金) 第 5 ブロック最寄り婦人研修会
東松山教会 10：00ａｍ
17 日(土) 第 2 ブロック最寄り婦人研修会
埼玉新生教会 10：00ａｍ
18 日(日) 東海林昭雄牧師就任式
日野原記念上尾栄光教会 10：30ａｍ
社会委員会
浦和東教会 5：00ｐｍ
20 日(火) 婦人部委員会
西川口教会 10：00ａｍ
24 日(土) 第 3 ブロック最寄り婦人研修会
和戸教会 10：00ａｍ
第 7 ブロック最寄り婦人研修会
深谷教会 10：30ａｍ
25 日(日) 中学生・KKS・青年「秋のフェスタ」
川越教会又は坂戸いずみ教会
26 日(月) 第 6 ブロック最寄り婦人研修会
所沢みくに教会 10：00ａｍ
31 日(土) 第 4 ブロック最寄り婦人研修会
鴻巣教会 1：00ｐｍ
31 日(土) 伝道と賛美の集い
日野原記念上尾栄光教会 2：00ｐｍ

教会・教師の動き

今月の集会案内等
10 月 3 日(土) 第 1 ブロック最寄り婦人研修会
時間 午前 10：00～午後 0：00
会場 浦和別所教会
開会礼拝 田中かおる牧師(安行)
講演 中野めいこ先生 「賛美とフラダンス」
【問い合わせ】栗原(浦和別所) ☎048-975-4565
10 月 3 日(土) 第 2 回埼玉地区教会音楽講習会
時間 午後 1：30～4：00
会場 東京聖書学校吉川教会
テーマ 「オルガン音楽の実践」
－ リードオルガンで弾ける奏楽曲 －
講師 水野均先生(オルガニスト)
会費 500 円
【問い合わせ】吉田みち子(埼玉新生) ☎048-853-5867
10 月 12 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
参加費 100 円
申込 10 月 5 日(月)までに、山岡創まで
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330
10 月 16 日(金) 第 5 ブロック最寄り婦人研修会
時間 午前 10：00～午後 0：00
会場 東松山教会
講師・礼拝 野村忠規牧師(東松山)
講演 「マルコによる福音書」を学ぼう
－ まことの弟子とは －
【問い合わせ】東松山教会 ☎0493-22-0985

10 月 17 日(土) 第 2 ブロック最寄り婦人研修会
時間 午前 10：00～午後 0：00
会場 埼玉新生教会
礼拝 中村眞牧師(埼玉新生)
講師 國吉栄先生
講演 「献上聖書」
【問い合わせ】埼玉新生教会 ☎048-852-1379
10 月 18 日(日) 東海林昭雄牧師就任式
時間 午前 10：30 から (礼拝の中で行います)
会場 日野原記念上尾栄光教会
司式 疋田國磨呂牧師(教区常置委員)
【問い合わせ】日野原記念上尾栄光 ☎048-722-3471
10 月 24 日(土) 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 和戸教会
講師・礼拝 三羽善次牧師(和戸)
講演 「人生最後まで大事なもの」
【問い合わせ】和戸教会 ☎0480-32-2112
10 月 24 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 深谷教会
礼拝 保母光彦牧師 「仕える人」
講師 法亢聖親牧師
講演 「仕える神、仕える人」
【問い合わせ】深谷教会 ☎048-575-2838
10 月 25 日(日) 中学生・KKS・青年「秋のフェスタ」
時間 午後 3：00～7：00
会場 川越教会
内容 礼拝、キャンプ文集作り、夕食と交わり
▽出欠の返事を 10 月 20 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

○ 8 月 16 日、久喜復活伝道所の開設式と山野裕子牧
師の就任式が行われました。
【郵便振込先口座番号】名称：日本基督教団埼玉地区
○ 9 月 13 日、熊谷教会・大坪直史牧師と大坪園子牧
口座番号 ００１３０－２－４１３１２７
師の就任式が行われました。
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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今月の集会案内等
10 月 26 日(月) 第 6 ブロック最寄り婦人研修会
時間 午前 10：00～午後 1：00
会場 所沢みくに教会
講師 最上光宏牧師
講演 「キリスト者の標識」
【問い合わせ】所沢みくに教会 ☎04-2929-0682
10 月 31 日(土) 第 4 ブロック最寄り婦人研修会
時間 午後 1：00～4：00
会場 鴻巣教会
礼拝 川染三郎牧師(鴻巣) 「信じて受け入れる」
講師 久保島理恵牧師(東大宮)
講演 「キリストの弟子として歩む」
【問い合わせ】鴻巣教会 ☎048-541-0643
10 月 31 日(土) 伝道と賛美の集い
時間 午後 2：00～4：00
会場 日野原記念上尾栄光教会
出演 神田エリザベス(特別演奏)
なでしこ会(大正琴)、千葉恵子(ピアノ)他
メッセージ 「私はなぜ生きているのか
～ご一緒に考えてみませんか～」
神田英輔先生(声なき者の友の輪代表)
【問い合わせ】久保島泰(東大宮) ☎048-684-5323

来月の集会案内等

お知らせ・お願い
【各個教会関係】
 電子オルガン無償で譲ります
坂戸いずみ教会員の方が無償で電子オルガンを譲
ります。
ＡＨＬＢＯＲＮ ＳＬ１００
ご希望の方は、坂戸いずみ教会・山岡創までご連
絡下さい。10 月いっぱいでお願いします。
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330
 初雁教会「チャペル・コンサート」のご案内
日時 10 月 11 日(日) 午後 2：00～3：30
会場 初雁教会
▽ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロの弦楽四重奏
の室内コンサートです。同じフロアーでの生演
奏を心ゆくまでお聴き頂けるコンサートにおで
かけ下さい。入場無料。お帰りの際には、お茶
とお菓子のサービスがあります。
【問い合わせ】町田さとみ(初雁) ☎049-224-7594
 川越教会「チャペルコンサート」のご案内
日時 10 月 11 日(日) 午後 2：00～3：30
会場 川越教会
出演 ヴィオラ：村上信晴、ピアノ：村上理恵
曲目 アメージング・グレース、愛のあいさつ他
▽入場無料
【問い合わせ】木ノ内和美(川越) ☎049-242-4338

 越谷教会「第 10 回卓球大会」のご案内
日時 10 月 18 日(日) 午後 0：30 から
会場 越谷教会・幼稚園ホール
テーマ「今年も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。飛び入り参加歓迎します。
【問い合わせ】越谷教会 ☎048-962-2743
 武蔵豊岡教会「伝道集会・癒しのオルガンコンサー
ト」のご案内
日時 10 月 24 日(土) 午後 2：00 から
会場 武蔵豊岡教会
出演 水野均(桐朋学園大学音楽学部講師)
(早稲田教会オルガニスト)
曲目 天使たちのワルツ、アイルランド民謡他
ショートメッセージ 栗原清牧師(武蔵豊岡)
▽入場無料(自由献金有)。先着順で 30 台駐車でき
ます。
【問い合わせ】栗原清(武蔵豊岡) ☎04-2965-4348
【一般関係】
 東神大埼玉地区後援会主催の講演会のご案内
日時 10 月 18 日(日) 午後 3：00～5：00
会場 東大宮教会
講演 「神が創った世界に、なぜ苦難があるのか」
講師 長山道先生(東京神学大学常勤講師)
【問い合わせ】疋田國磨呂(大宮) ☎048-641-6148
 「埼玉同宗連」現地学習会のご案内
日時 10 月 28 日(水) 午後 1：00～4：00
会場 福田公民館 (千葉県野田市)
演題 「福田村事件とは何か」
講師 鎌田行平氏
(部落解放同盟千葉県連事務局長)
※学習とフィールドワークあり。
【問い合わせ】飯野敏明(本庄) ☎0495-22-2908

 加須教会「秋の文化公演会」のご案内
日時 10 月 18 日(日) 午後 2：00～3：00
11 月 15 日(日) 壮年部研修会
会場 加須教会
時間 午後 2：00～5：00
読み語り 「宮沢賢治の世界」
会場 埼玉新生教会
内容 よだかの星 やまなし
講演 石橋秀雄牧師(日本基督教団総会議長)
公演者 こころ座 風間操
▽入場無料
演題 「日本基督教団の将来の姿」
【問い合わせ】舟生康雄(加須) ☎0480－65－3447
【問い合わせ】松下充孝(大宮) ☎048-652-0543
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