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今月の集会案内等 
  最寄り3区教師会のご案内  

日時 11月16日(月) 午前10：30～午後2：00 

会場 秩父教会 

   礼拝 温井節子牧師(秩父) 

発題 三羽善次牧師(和戸) 

テーマ 「戦前の日本のキリスト教会の 

           信仰的逸脱の軌跡を追う」 

会費 300円   昼食代 700円 

  【問い合わせ】舟生康雄(加須) ☎0480-65-3447 

 

【各個教会関係】 

 七里教会より「印刷機お譲りします」  

印刷機 リソグラフ ＳＤ5630 

毎月リース料 7,875円支払い 

2013年購入、2018年3月終了 

  【問い合わせ】石瀬譲(七里) ☎090-8792-4298 

 

 国際愛伝道所「キムチバザー」のご案内  

日時 11月3日(火) 午前10：00～午後3：00 

会場 国際愛伝道所 

▽開拓伝道して初めてのバザーです。 

  【問い合わせ】許昌範(国際愛) ☎048-778-9937 

 

➪ 越谷教会・附属越谷幼稚園バザーのご案内 

日時 11月3日(火) 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・埼玉中国語礼 

 拝伝道所との合同バザー 

日時 11月3日(火) 午前10：30～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 

     11月の予定 
11月15日(日) 壮年部研修会 

  時間 午後2：00～5：00 

  会場 埼玉新生教会 

  講演 石橋秀雄牧師(日本基督教団総会議長) 

  演題 「日本基督教団の将来の姿」 

        － さらなる成長を目指して － 

▽講演会後、分団があります。 

 【問い合わせ】松下充孝(大宮) ☎048-652-0543 

お知らせ・お願い 

【地区関係】 

 最寄り1区教師会のご案内  

日時 11月9日(月) 午前10：30～午後1：00 

会場 岩槻教会 

説教 小林眞牧師(岩槻) 

発題 東海林昭雄牧師(日野原記念上尾栄光) 

     「教会と福祉」 

会費 1,000円 

▽出欠は11月5日（木）まで小林牧師宛ファック 

スをお送りください。ＦＡＸ：048-756-0479 

【問い合わせ】佐々木羊子(東京聖書学校吉川)  

☎048-982-5064 

 

 最寄り2 区教師会のご案内  

日時 11月9日(月) 午前10：30～午後2：00 

会場 三芳教会 

説教 中山弘隆牧師(三芳) 

発題 三浦修牧師(埼玉和光) 

     「心の病と教会」 

  ▽昼食会(森先生の手作りの美味しいお弁当の準 

備)があります。出席を11月4日(水)までに指 

方牧師までお知らせ下さい。FAX 04-2945-5169

又はMail：ht_kyoukai@r7.dion.ne.jp 

 【問い合わせ】指方周平(東所沢) ☎04-2945-5169 

 9日(月) 最寄り1区教師会 

       岩槻教会 10：30ａｍ 

     最寄り2区教師会 

       三芳教会 10：30ａｍ 

10日(火) 地区委員と伝道所・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 

15日(日) 壮年部研修会 

       埼玉新生教会 2：00ｐｍ 

アーモンドの会委員会 

       埼玉和光教会 4：00ｐｍ 

16日(月) 婦人部委員会 

       西川口教会 10：00ａｍ 

     最寄り3区教師会 

       秩父教会 10：30ａｍ 

17日(火) 教師委員会 

       埼玉新生教会 2：00ｐｍ 

【関東教区の主な予定】 

7日(土) 関東教区「会計・書記役員研修会」 

       上尾合同教会 10：30ａｍ 

教会・教師の動き 

○ 10月18日(日)、日野原記念上尾栄光教会・東海林 

昭雄牧師の就任式(主任担任)が行われました。 

報 告 

【各集会参加者数】 

・第21回アーモンドの会 (9／21)  133名・25教会 

・埼玉地区災害対応「講演会」(9／26) 10名・5教会 

・教会音楽講習会 (10／3)      34名・17教会 

・ＣＳせいと大会 (10／12)     82名・12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 
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  東所沢教会「創立30周年記念秋の講演会」の 

ご案内 

日時 11月15日(日) 午後1：30(開場 午後1時) 

会場 東所沢教会 

講演 原発「ふくしま」の今 

～子どもたちの健康は？～ 

講師 片岡輝美さん(会津放射能センター」代表) 

(放射能から子どもの命を守る会・会津) 

▽入場無料 

※午前中は午前10：30から片岡輝美さん(日本キ 

リスト教団若松栄町教会員)にコリントの信徒 

への手紙Ⅱ4：16～18より「見えないものに目 

を注ぐ」と題して奨励をしていただきます。 

  【問い合わせ】指方周平(東所沢) ☎04-2945-5169 

 

【関東教区関係】 

 関東教区「会計・書記役員研修会」のご案内 

  日時 11月7日(土) 午前10：30～午後3：30 

会場 上尾合同教会 

主題 「教会における監査とマイナンバー制への 

対応」 

講師 田島龍一氏(公認会計士、安中教会員) 

会費 2,000円（食事代・交通費プール代） 

   ※交通費補助：申請により、6,000円以上の交通 

費を補助いたします。 

申込 10月30日(金)までに、FAX：048-647-0978

または郵送にて教区事務所までお申し込み 

ください。食事等の準備がありますので、

締め切り日は厳守してください。 

 【問い合わせ】嶋田恵悟(土浦) ☎029-821-6457 

 

≪12月、1月の情報をお寄せください≫ 

各個教会の情報もお寄せください。 

締切は毎月20日、ホームページにも掲載します。 

◎ＦＡＸ：048-979-1057 

◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

 
 

【一般関係】 

 さいたま市民クリスマス2015のご案内  

日時 11月28日(土) 午後2：00～4：00 

会場 さいたま市民会館おおみや 

メッセンジャー アルフォンス・デーケン 

(上智大学名誉教授) 

音楽ゲスト サムエル(韓国ソウル生まれ。牧師の 

息子) 

        市民クリスマスキッズクワイア 

        (埼玉新生教会のＰＦが参加します) 

チケット 当日券1,000円(前売り券800円)  

        小学生500円、未就学児無料 

▽全席自由、手話通訳あり 

【問合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

 

「埼玉県南クリスマス・コンサート」のご案内 

日時 12月1日(火) 午後7：00～8：30 

会場 川口リリア音楽ホール(川口駅西口すぐ） 

ゲスト ニューホープダンスチーム 

(ゴスペルフラ) 

説教 斎藤信一郎師(バプテスト連盟西川口教会) 

▽入場無料 

    今回は、今までの演奏家と違うゲストをお迎えす 

ることになりました。「ハワイのオアフ島にあるニ 

ューホープ・オアフ」というプロテスタント教会 

が母体で、サインダンスやゴスペルフラを取り入 

れるダンスチーム「ニューホープ」。 

東京、横浜、札幌、千葉、大阪、沖縄の各教会か 

ら集まったメンバーで構成。これまでにコンサー 

トをZepp Tokyoで2006年と2008年、Zepp Sapporo 

で2009年と2012年、大阪、千葉で開催。東京デ 

ィズニーランドでパフォーマンス。 

各教会においても日曜礼拝で踊ったり、ワークシ 

ョップや発表会を主催するなどゴスペルダンスの 

普及に貢献。」 

 【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036 

お知らせ・お願い 
 埼玉新生教会「プレイズファミリーコンサート」の 

  ご案内 

日時 11月14日(土) 午後2：00～4：00 

会場 埼玉新生教会 

▽毎週の礼拝でうたっているさんび曲を、幼稚科 

の「すずめ」から中高科の「ユース」まで、バ 

ンド演奏でたくさんうたいます。 

    教会学校のスタッフはぜひ生徒たちをつれてお 

いでください。 

▽入場無料です。駐車場は20台可能です。 

  【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379 

 

✞ 桶川伝道所「賛美礼拝＆定期コンサート」のご案内 

日時 11月15日(日) 午前10：30から 

会場 桶川伝道所 

演奏 野嶋さやか(ピアノ)、斎藤なが子(ソプラ 

ノ)、原田哲(クラリネット) 

▽昼食代300円(水害被災地への送金) 

【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 

 埼玉和光教会「秋期特別伝道礼拝と教育講演会」の 

  ご案内  

①特別伝道礼拝  

   「キリストの名は力」 

   日時 11月15日(日) 午前10：30～11：45 

②教育講演会 

   「子どもの不思議さ」 

   日時 11月16日(月) 午前9：30～11：00 

会場 埼玉和光教会 

講師 石川 榮一牧師(北本教会) 

(日本聖書神学校特任教授） 

  【問い合わせ】三浦修(埼玉和光) ☎048-461-2177 

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 


