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11 月の予定

5 日(土) 秋の教会音楽講習会
上尾合同教会 2：00ｐｍ
7 日(月) 最寄り 3 区教師会
加須教会 10：30ａｍ
11 日(金) 第 5 ブロック最寄り婦人研修会
鳩山伝道所 10：30ａｍ
14 日(月) 婦人部委員会
西川口教会 10：00ａｍ
最寄り 2 区教師会 10：30ａｍ
15 日(火) 教師委員会
国際愛伝道所 2：00ｐｍ
地区委員会
埼玉新生教会 5：00ｐｍ
20 日(日) 壮年部委員会
熊谷教会 2：30ｐｍ
アーモンドの会委員会
埼玉新生教会 4：00ｐｍ
21 日(月) 最寄り 1 区教師会
浦和別所教会 10：30ａｍ
22 日(火) 教会全体修養会委員会
埼玉新生教会 6：00ｐｍ
【関東教区の主な集会】
12 日(土) 関東教区「会計・書記役員研修会」
上尾合同教会 10：30ａｍ

報 告
【各集会参加者数】
・アーモンドの会 (9／19)
85 名・16 教会
・中学生・ＫＫＳ秋のフェスタ (9／25)
50 名・15 教会
・ＣＳせいと大会 (10／10)
93 名・12 教会
・伝道と賛美の集い (10／15)
51 名・7 教会
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
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

お知らせ・お願い
【地区関係】
 地区会計からのお願い
2016 年度の地区負担金が未納の教会は、早めのお
納めをお願いいたします。今年度は、地区の働き
がよりスムーズにいくように、例年より早めにお
納め頂けますようお願いするものです。
［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】町田さとみ(初雁) ☎049-224-7594

 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 日前までに舟生牧師にＦＡＸ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
 最寄り 2 区教師会のご案内
日時 11 月 14 日(月) 午前 10：30～午後 2：00
会場 武蔵豊岡教会
礼拝 栗原清牧師(武蔵豊岡)
発題 木ノ内一雄牧師(川越)
「海外宣教を考える…インドネシア、プニテ
ィ・アナスタシス教会を訪問して…」
▽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 11 月 11 日(金)までに町田牧師
(初雁)まで出欠をお知らせ下さい。℡＆fax：
049-224-7594 mail：joyful1932@nifty.com
【問い合わせ】指方周平(東所沢) ☎04-2945-5169
 最寄り 1 区教師会のご案内
日時 11 月 21 日(月) 午前 10：30～午後 1：00
会場 浦和別所教会
礼拝 澤田石秀晴伝道師(浦和別所)
発題 永井二三男牧師(浦和東)
「カクレキリシタンについての一考察」
特に五島列島・福江島を中心に
会費 1,000 円
▽準備のため、4 日前までに浦和別所教会
048-861-4210 まで出欠をお知らせ下さい。
【問い合わせ】川添義和(埼大通り) ☎048-852-2735

 壮年部研修会中止のお知らせ
11 月 20 日(日)に予定していた 2016 年度の壮年部
研修会は人事上のことがあり中止となりました。
【問い合わせ】松下充孝(大宮) ☎048-652-0543
http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/
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お知らせ・お願い
【各個教会関係】
 初雁教会「讃美礼拝」のご案内
日時 10 月 30 日(日) 午前 10：30～12：00
会場 初雁教会
▽年に一度行われる讃美いっぱいの礼拝です。ハ
ンドベル、聖歌隊などの音楽のささげものを通
して、主をほめたたえます。
【問い合わせ】町田さとみ(初雁) ☎049-224-7594
 上尾合同教会・富士見幼稚園・埼玉中国語礼拝伝道
所との合同バザーのご案内
日時 11 月 3 日(木・祝) 午前 10：30～午後 2：00
会場 上尾合同教会
▽毎年恒例のバザーです。何方でもご参加下さい。
【問い合わせ】上尾合同教会 ☎048-771-6549
➪ 越谷教会・附属越谷幼稚園バザーのご案内
日時 11 月 3 日(木・祝) 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

 加須教会「秋の特別伝道集会」のご案内
日時 11 月 20 日(日) 午後 2：00～3：00
会場 加須教会
講演 「伝えたいことは、愛されていること
～愛は規範をつくる」
講師 山岡創牧師(坂戸いずみ)
▽入場無料
【問い合わせ】舟生康雄(加須) ☎0480-65-3447
 聖学院教会「チャペルコンサート」のご案内
―クリスマスオルガンコンサート―
日時 12 月 11 日(日) 午後 1：00～1：45
会場 聖学院教会礼拝堂（聖学院大学チャペル）
曲目 バッハ：小フーガト短調、
主よ人の望みの喜びよ
レーガー：クリスマス ほか
演奏 山田康弘(バッハ協会管弦楽団音楽監督)
▽入場無料、駐車場あります。日曜日ですので、
駅からの送迎バスの運行はありません。
【問い合わせ】東野尚志(聖学院) ☎048-781-2829
【一般関係・関東教区関係】
 アジア教会婦人会議(ＡＣＷＣ)日本委員会一日研
修会のご案内
日時 11 月 11 日(金) 午前 10：30～午後 3：00
会場 富士見町教会
聖書研究 金必順牧師(在日大韓基督教会)
発題 日高龍子牧師(日本バプテスト連盟 平岡
ジョイフルチャペル)
参加費 1,000 円(昼食代含む)
【問い合わせ】酒井博子(浦和東) ☎048-970-1090

「埼玉県南クリスマス・コンサート」のご案内
日時 12 月 6 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 Ｍｉｇｉｗａ(ミギワ)
(ゴスペルシンガーソングライター)
説教
鄭順葉(チョン・スンヨプ)牧師
(多摩キリスト教会)
▽入場無料
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036
「さいたま市民クリスマス」のご案内
日時 12 月 9 日(金) 午後 6：50～
会場 さいたま市民会館おおみや大ホール
音楽ゲスト 浦和ルーテル学院聖歌隊
ペアンテ・ボーマン
(元東京交響楽団首席チェリスト)
メッセージ 大嶋重徳先生
(キリスト者学生会総主事)
▽入場料 大人 1000 円、小＆中学生 500 円
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379
 関東教区「会計・書記役員研修会」のご案内
日時 11 月 12 日(土) 午前 10：30～午後 3：30
会場 上尾合同教会
主題 「教会がするべき諸手続き」
講師 神田修氏(教団職員)、栗原清(教区書記)
道家紀一牧師(総務幹事)
参加費 2,000 円（交通費プール代、食事代）
○食事不要の方は、1,000 円になります。
申込 10 月 31 日(月)迄に、教区事務所まで FAX
または電話にてお申し込みください。
【問い合わせ】嶋田恵悟(土浦) ☎029-821-6457

 埼玉新生教会「ＰＦコンサート」のご案内
日時 11 月 5 日(土) 午後 2：00～4：00
会場 埼玉新生教会
出演 プレイズファミリー＆ユース
✞ 神愛ホームバザーのご案内
▽毎日曜日の礼拝で歌っているさんびをご一緒
教会・教師の動き
日時 11 月 14 日(月) 午前 10:00～午後 2：00
に。教会学校の生徒や教師はぜひご覧ください。
会場 神愛ホーム
（入間郡毛呂山町大谷木214－1）
○ 9 月 25 日、埼大通り教会・川添義和牧師の就任式
▽入場無料、駐車場あります
【問い合わせ】神愛ホーム事務局 ☎049-294-0040
が行われました。
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379
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

