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 10月14日(金) 第2ブロック最寄り婦人研修会 

時間 午前10：00～12：00 

  会場 浦和東教会 

   礼拝 「大丈夫・主イエスがついています」 

   説教 永井二三男牧師(浦和東) 

  講演 「アフリカで知った日本の価値」 

   講師 宇梶紀子さん 

 【問い合わせ】浦和東教会 ☎048-882-4851 

 

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”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22日(土) 第3ブロック最寄り婦人研修会 

   時間 午前10：00～午後2：30 

  会場 愛泉教会 

   礼拝・講演 「教会と福祉」 

   講師 森田弘道牧師(愛泉) 

 【問い合わせ】愛泉教会 ℡0480-61-7677 

 

10月22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 行田教会 

主題 「羊飼いの声を聴きわけ、キリストに従う」 

講師 清水与志雄牧師(行田) 

 【問い合わせ】行田教会 ☎048-555-2301 

 10月29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 西上尾教会 

礼拝 「女性たちが福音を担った」 

説教 石神稔牧師(西上尾) 

  講演 「旧約の女性像」 

   講師 石川榮一牧師 

  【問い合わせ】西上尾教会 ☎048-863-9476 

 

10月31日(月) 第6ブロック最寄り婦人研修会 

   時間 午前10：00～午後2：00 

  会場 初雁教会 

   礼拝 「異邦人の女・母の信仰」 

  講演 「今、宗教改革を学ぼう 

      ～宗教改革500年を目前にして～」 

   説教・講師 町田さとみ牧師(初雁) 

【問い合わせ】初雁教会 ☎049-224-7594 

来月の集会案内等 

11月5日(土) 秋の教会音楽講習会 

  時間 午後2：00～4：30 

  会場 上尾合同教会 

テーマ ルターのコラールに基づくバッハのカン 

タータ～「いま来たりませ」 

内容 バッハの教会音楽作品の解説とCD鑑賞 

講師 礒山雅先生(国立音楽大学招聘教授) 

会費 500円 (事前の申し込みは不要です) 

【問い合わせ】吉田みち子(埼玉新生) ☎048-853-5867 

 

11月11日(金) 第5ブロック最寄り婦人研修会 

時間 午前10：30～午後0：30 

  会場 鳩山伝道所 

礼拝 藍田修牧師(鳩山) 

  講演「神の深慮遠望」-マルコ福音書からの招き- 

   講師 藍田修牧師 

  【問い合わせ】鳩山伝道所 ☎049-296-0342 

     10月の予定 

10日(月) ＣＳせいと大会   

武蔵丘陵森林公園 10：45ａｍ 

14日(金) 第2ブロック最寄り婦人研修会 

       浦和東教会 10：00ａｍ 

15日(土) 伝道と賛美の集い   毛呂教会 2：00ｐｍ 

16日(日) 社会活動委員会・社会委員会 

       上尾合同教会 3：00ｐｍ・5：00ｐｍ 

18日(火) 婦人部委員会   西川口教会 10：00ａｍ 

22日(土) 第3ブロック最寄り婦人研修会 

       愛泉教会 10：00ａｍ 

     第7ブロック最寄り婦人研修会 

       行田教会 10：30ａｍ 

29日(土) 第4ブロック最寄り婦人研修会 

       西上尾教会 1：00ｐｍ 

30日(日) 伝道協力協議会  埼玉新生教会 3：30ｐｍ 

ホームページ委員会 西川口教会 6：00ｐｍ 

31日(月) 第6ブロック最寄り婦人研修会 

       初雁教会 10：00ａｍ 

【関東教区の主な予定】 

15日(土) 関東教区「教団問題協議会」 

       埼玉新生教会 10：30ａｍ 

教会・教師の動き 

10月10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 (保険代) 

※上記の他に入場料子ども80円、大人400円 

    説教者 大坪直史牧師(熊谷) 

▽雨天の場合、坂戸いずみ教会で同時刻に開催。 

 【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330 

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 



埼玉地区月報  No.238 (裏面) 
 

お知らせ・お願い 
 
 
 越生教会「チャペル“音楽イベント”2016秋」の 

  ご案内  

日時 10月23日(日) 午後2：00～4：00  

会場 越生教会 

内容 リズムでコミュニケーション「ドラムサー 

クル」 

ガイド役 飯田和子氏(音楽家)                

▽ドラムサークルとは、その日集まった参加者と 

 簡単に音が出せる打楽器を使って音で会話する 

 ように、即興演奏を楽しむ〔音の輪・和〕です。 

     締切は10月15日(土)。楽器準備の都合上参加 

   希望者は、越生教会Tel＆Fax 049-292-7447又 

   は、担当江田(090-9102-0528)、当日は若干名の 

み受付となります。入場無料。 

  【問い合わせ】江田めぐみ(越生) ☎049-292-7447 

 

【関東教区関係】 

 関東教区「教団問題協議会」のご案内 

  日時 10月15日(土) 午前10：30～午後3：00 

会場 上尾合同教会 

テーマ 「教団の恵みと課題、未来の展望 

―教団議長と共に―」 

講師 石橋秀雄牧師(教団総会議長) 

会費 2,000円（昼食代・旅費プール代） 

申込 10月7日迄にFAX：048-647-0978又は電話 

   048-647-0862にて申込下さい。 

【問い合わせ】熊江秀一(新津) ☎0250-24-7076 

 

【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16日（日） 午後3：00～5：00 

会場 上尾合同教会 

講演 「万人祭司：今ここに踏みとどまる」 

講師 中野実先生(東京神学大学教授) 

▽どなたでもご参加ください。 

【問い合わせ】疋田國磨呂(大宮) ☎048-641-6148 

お知らせ・お願い  初雁教会「チャペル・コンサート」のご案内  

日時 10月9日(日) 午後2：00～4：00 

会場 初雁教会 

   内容 チェロ、ピアノ、二胡のトリオでの室内三 

重奏の演奏会 

▽二胡もとり入れた珍しい組み合わせでの演奏会 

斬新でいて、どこか懐かしい音色のコンサート 

になるでしょう。入場無料です。 

 【問い合わせ】町田さとみ(初雁) ☎049-224-7594 

 

 桶川伝道所「賛美礼拝＆定期コンサート」のご案内  

日時 10月16日(日) 午前10：30～午後1：40 

会場 桶川伝道所 

タイトル「すべての民よ、こぞって賛美せよ」 

   出演 了戒洋子(ソプラノ)、木村正行(チェロ)他 

▽入場無料、食事300円(東日本大震災被災地へ) 

【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 

 東所沢教会「創立30周年記念ミニバザー」ご案内  

“わをひろげよう” 

日時 10月23日(日) 午後0：30～3：00 

会場 東所沢教会 

▽ミニバザーの純益金は、「放射能から子どものい 

のちを守る会・会津」に寄付いたします。 

【問い合わせ】指方周平(東所沢) ☎04-2945-5169 

 

✞ 川越教会「チャペルコンサート」のご案内  

日時 10月23日(日) 午後2：00～3：30 

会場 川越教会 

テーマ「あなたにおくる心の歌」 

   出演 ソプラノ：伊藤ちゑ ピアノ：伴場三恵子 

曲目 アメージング・グレース、からたちの花他 

▽入場無料  

【問い合わせ】木ノ内一雄(川越) ☎049-242-4338 

【地区関係】 

 伝道協力協議会開催のお知らせ  

日時 10月30日(日) 午後3：30～5：30 

会場 埼玉新生教会 

主催 伝道委員会 

▽地区内の伝道所及び小規模教会が集まって懇談 

会を開催します。各教会の現状と今後の課題を報 

告していただき、その中で特に課題となっている 

こと(特に宣教と伝道)をどう推進していくのか、 

又地区内で協力していける諸課題があれば検討し 

てゆきます。お祈りの内にお覚え下さい。 

  【問い合わせ】久保島泰(東大宮) ☎048-684-5323 

 

 最寄り3区教師会のご案内  

日時 11月7日(月) 午前10：30～午後2：00 

会場 加須教会 

礼拝 舟生康雄牧師(加須) 

発題 清水与志雄牧師(行田) 

テーマ「新宣教基礎理論の問題点」 

       ～宣教基礎理論と比較して考える～ 

会費 300円   昼食代 700円 

▽出欠を4日前くらいまでに舟生牧師にファック 

スでご連絡下さい。ＦＡＸ：0480-65-3447 

【問い合わせ】舟生康雄(加須) ☎0480-65-3447 

 

【各個教会関係】 

 越谷教会「第11回卓球大会」のご案内 

  日時 10月16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 

 【問い合わせ】越谷教会 ☎048-962-2743 
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