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9 月の予定

12 日(月) 最寄り 2 区教師会
狭山教会 10：30ａｍ
最寄り 3 区教師会
熊谷教会 10：30ａｍ
13 日(火) 教師委員会
国際愛伝道所 2：00ｐｍ
16 日(金) 地区委員会
埼玉新生教会 5：00ｐｍ
18 日(日) 壮年部委員会
春日部教会 2：30ｐｍ
アーモンドの会委員会
埼玉新生教会 3：30ｐｍ
19 日(月) 第 22 回アーモンドの会
埼玉和光教会 10：00ａｍ
21 日(水) 第 1 ブロック最寄り婦人研修会
西川口教会 10：00ａｍ
25 日(日) 埼大通り教会・川添義和牧師就任式
埼大通り教会 3：00ｐｍ
中学生・ＫＫＳ秋のフェスタ
坂戸いずみ教会 3：30ｐｍ
26 日(月) 最寄り 1 区教師会
七里教会 10：30ａｍ
【関東教区関係】
13 日(火) 関東教区教会婦人会連合第 33 回婦人研修会
埼玉新生教会 10：30ａｍ
18 日(日)～19 日(月) 関東教区社会活動協議会
土浦教会他

教会・教師の動き
○ 8 月 21 日、菖蒲教会・東海林昭雄牧師の就任式と
開所式が行われました。
最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。

今月の集会案内等

来月の集会案内等

9 月 19 日(月・祝) 第 22 回アーモンドの会
時間 午前 10：00～午後 3：30 (受付 10：00)
会場 埼玉和光教会
主題「教会と地域福祉」-つながるから始めよう発題 引地達也氏(シャローム所沢施設長)
最上義氏
(一般財団法人 福祉支援協会代表理事)
導き 石川榮一教師(教区巡回教師)
参加費 全日参加 一人 1,000 円(昼食代含む)
昼食をしない部分参加 一人 500 円
申込 ＦＡＸ：048-648-7115 (石川幸男)
出来るだけ教会毎に申込ください。
締切 9 月 10 日(土)
【問い合わせ】矢崎武雄(埼大通り) ☎090-4926-3535

10 月 10 日(月・祝) ＣＳせいと大会
会場 武蔵丘陵森林公園
▽その他、詳細は 10 月号の地区月報と埼玉地区
のホームページで後日掲載します。
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330

9 月 21 日(水) 第 1 ブロック最寄り婦人研修会
時間 午前 10：00～12：00
会場 西川口教会
礼拝 「主のみこころならば」
島隆三牧師(東調布教会)
講演 「がんばらないで」 クスマン典子牧師
(American Baptist Churches USA)
【問い合わせ】西川口教会 ℡048-252-7036
9 月 25 日(日) 埼大通り教会・川添義和牧師就任式
時間 午後 3:00 から
会場 埼大通り教会
【問い合わせ】山添義和(埼大通り) ☎048-852-2735
9 月 25 日(日) 中学生・ＫＫＳ秋のフェスタ
時間 午後 3：30～7：00
会場 坂戸いずみ教会
内容 礼拝、文集製本、交流タイム、夕食
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330
http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/

10 月 15 日(土) 伝道と賛美の集い
時間 午後 2：00～4：00
会場 毛呂教会
テーマ 「ハルモニウム・オータムコンサート
～風がはこぶ祈りの音～」
演奏 黒瀬恵(金沢教会オルガニスト)
(日本オルガニスト協会会員）
曲目 ルフェビュール＝ヴェリ：
「ハルモニウム
のための 12 の音楽の想い」より“第一組
曲”
、絵本とオルガンのコラボ：ひかりひ
かり他
ショートメッセージ 澁谷弘祐牧師(毛呂）
▽入場無料
【問い合わせ】澁谷弘祐(毛呂) ☎049-294-3444
10 月 30 日(日) 小規模教会伝道懇談会(仮称)
時間 午後 3：30～5：30
会場 埼玉新生教会
▽その他、詳細は 10 月号の地区月報と埼玉地区
のホームページで後日掲載します。
【問い合わせ】久保島泰(東大宮) ☎048-684-5323

報 告

【各集会参加者数】
・教師一泊研修会 (7／18～19)
34 名・28 教会
・環境問題講演会 (7／24)
23 名
・中学生ＫＫＳ青年キャンプ
58 名・16 教会
・平和を求める 8・15 集会 (8／15) 84 名・29 教会
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】
 三芳教会からの感謝の報告
三芳教会では、借地であった駐車場 60 坪を 3 月 29
日に 750 万円で購入する仮契約をし、教団特別財
産として登記する手続きをしてきましたが、7 月
22 日に登記が完了しました。
このため関係諸方面の方々に大変お世話になり感
謝いたします。
【問い合わせ】中山弘隆(三芳) ☎049-258-3766
 桶川伝道所「いやしのコンサート」のご案内
日時 9 月 4 日(日) 午後 0：50～2：00
会場 桶川伝道所
出演 秋谷あつ子、山下恵
曲目 クレド・ピエ・イエズ、ブラジル風バッハ
▽入場無料、昼食 300 円(熊本地震被災地へ)
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921

 越谷教会「特別伝道礼拝」のご案内
日時 9 月 11 日(日) 午前 10：40～12：00
会場 越谷教会
説教 雲然俊美牧師(秋田桜教会、教団書記)
「起きて、歩きなさい」
▽午後 0：40～1：40、雲然先生による講演会もあ
ります。どなたでもご参加下さい。
【問い合わせ】越谷教会 ☎048-296-2743
 川口教会のＦＡＸ番号変更のお知らせ
8 月 16 日から変更になりました。
新ＦＡＸ番号：048-251-6039
【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039

 最寄り 2 区教師会のご案内
日時 9 月 12 日(月) 午前 10：30～午後 2：00
会場 狭山教会
説教 森淑子牧師(狭山)
発題 末永廣牧師(小川)
「独立自給教会と中会分裂」
－ 宮城中会(東北伝道)の変遷 －
▽森先生手作りの美味しい昼食の準備がありま
す。準備の都合上 9 月 7 日(水)までに指方(東
所沢）まで出欠をお知らせ下さい。
連絡先 TEL&FAX：04-2945-5169
Mail：ht_kyoukai@r7.dion.ne.jp
【問い合わせ】指方周平(東所沢) ☎04-2945-5169

【地区関係】
 最寄り 3 区教師会のご案内
日時 9 月 12 日(月) 午前 10：30～午後 2：00
会場 熊谷教会
礼拝 大坪直史牧師(熊谷)
発題 大坪園子牧師(熊谷)
主題 「賛美による慰めと希望」
会費 300 円
昼食代 700 円
▽出欠を 4 日前くらいまでに大坪牧師にファクス
でご連絡下さい。 FAX：048-577-8160（熊谷）
【問い合せ】舟生康雄(加須) ☎0480-65-3447

【関東教区関係】
✞ 関東教区教会婦人会連合婦人研修会のご案内
日時 9 月 13 日(火) 午前 10：30～午後 2：30
会場 埼玉新生教会
講演 「見上げれば、必ずどこかに青空が
～あなたはそこにいるだけで価値ある存在～」
講師 樋野興夫先生
(一般社団法人「がん哲学外来」理事長)
(順天堂大学医学部病理・腫瘍学教授)
参加費 500 円(昼食、
飲物は各自でご用意下さい）
【問い合わせ】飯沼淳子(西那須野) ☎0287-36-5804

 北本教会伝道集会のご案内
日時 9 月 10 日(土) 午後 2：00～4：00
会場 北本教会
講演 にもかかわらず愛されるとき奇跡は起きる
 最寄り 1 区教師会のご案内
 関東教区社会活動協議会のご案内
－ 三浦綾子さんの自伝『道ありき』
日時 9 月 26 日(月) 午前 10：30～午後 1：00
日時 9 月 18 日(日) 午後 6：30～19 日(月) 正午
が語る希望 －
会場 七里教会
会場 18 日(日) ビジネスホテル「つくし」
講師 森下辰衛先生(全国三浦綾子読書会代表)
礼拝
小林則義牧師(七里)
19 日(月) 予科練平和記念館、土浦教会
(三浦綾子記念文学館特別研究員)
発題 川添義和牧師(埼大通り)
主題 「今〝いのち〟を見つめる
▽入場無料、三浦綾子さんは戦時中、軍国教師で
「高知中央教会での歩み」
－ 脱原発と非戦を考える」
あったゆえに、敗戦後に挫折し絶望しました。
会費 1,000 円
講師 村上達也氏(元東海村村長)
自殺未遂と 13 年に及ぶ死の病との闘い、恋人の
▽準備のため、4 日ぐらい前までに 048-685-3701
(脱原発をめざす首長会議世話人)
死などの危難を通られました。その奇跡の物語
七里教会まで出席のお知らせをお願いします。
参加費
全日参加
8,000 円(1 泊2 食、
第2 日昼食)
をぜひ、聞きにいらしてください。
【問い合わせ】川添義和(埼大通り) ☎048-852-2735
【問い合わせ】若月健吾(守谷) ☎0297-50-0950
【問い合わせ】温井節子(北本) ☎048-591-1558
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