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10 月の予定
4 日(水) 第 5 ブロック最寄り婦人研修会
坂戸いずみ教会 10：00ａｍ
教会音楽委員会
大宮教会 1：00ｐｍ
7 日(土) 第 7 ブロック最寄り婦人研修会
熊谷教会 1：30ｐｍ
9 日(月) ＣＳせいと大会
武蔵丘陵森林公園 10：00ａｍ
14 日(土) 第 4 ブロック最寄り婦人研修会
上尾合同教会 1：00ｐｍ
15 日(日) 社会活動委員会・社会委員会
上尾合同教会 3：00ｐｍ・5：00ｐｍ
20 日(金) 第 3 ブロック最寄り婦人研修会
春日部教会 10：00ａｍ
22 日(日) 青年部ミニ集い
初雁教会 3：00ｐｍ
本庄旭教会・柳瀬聡牧師就任式
本庄旭教会 3：00ｐｍ
23 日(月) 婦人部委員会
大宮教会 10：00ａｍ
29 日(日) 伝道と賛美の集い
越生みどり幼稚園 3：00ｐｍ
30 日(月) 第 6 ブロック最寄り婦人研修会
所沢武蔵野教会 9：30ａｍ

今月の集会案内等
10 月 4 日(水) 第 5 ブロック最寄り婦人研修会
時間 午前 10：00～午後 1：00
会場 坂戸いずみ教会
礼拝・講演 山岡創牧師(坂戸いずみ)
講演 「愛と共に歩もう」
【問い合わせ】坂戸いずみ教会 ☎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。

10 月 7 日(土) 第 7 ブロック最寄り婦人研修会
時間 午後 1：30～3：40
会場 熊谷教会
礼拝・講演 大坪園子牧師(熊谷)
講演 「主を喜び祝うことは、私たちの力」
－キリストの愛に応え、福音の希望に生きる－
【問い合わせ】熊谷教会 ☎048-521-6018
10 月 9 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
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049-283-0330
10 月 14 日(土) 第 4 ブロック最寄り婦人研修会
時間 午後 1：00～3：30
会場 上尾合同教会
礼拝 「ユダヤ人もギリシア人もなく」
秋山徹牧師(上尾合同)
講演 「異なる文化の中で如何に
神の子となるか？」
林美音(リン・ミネ)牧師(埼玉中国語礼拝)
【問い合わせ】上尾合同教会 ☎048-771-6549
10 月 20 日(金) 第 3 ブロック最寄り婦人研修会
時間 午前 10：00～12：00
会場 春日部教会
礼拝 「主イエスとニコデモ」 白石多美出牧師
講演 「神が約束された世界観」
〃
【問い合わせ】春日部教会 ☎048-752-3867

10 月 22 日(日) 本庄旭教会・柳瀬聡牧師就任式
時間 午後 3：00 から
会場 本庄旭教会
司式 東野尚志牧師(関東教区総会議長)
【問い合わせ】柳瀬聡(本庄旭) ☎090-3264-8895
10 月 22 日(日) 青年部ミニ集い
時間 午後 3：00 から
会場 初雁教会
内容 聖書の学びと分かち合い
参加費 無料
▽お車でお越しになる方は、武蔵豊岡教会牧師館
に FAX（04-2965-4348）でお知らせ下さい。
【問い合わせ】森淑子(狭山) ☎04-2954-8131
10 月 29 日(日) 伝道と賛美の集い
時間 午後 3：00～5：00
会場 越生みどり幼稚園ホール(越生教会隣)
内容 世界で活躍する音楽家によるジャズフェ
スタ
出演 ヴォーカル：飯田さつき(阿佐ヶ谷東教会員)
ピアノ：森下滋(本多記念教会員)
サックス：Steve Sacks（グレース・シテ
ィー・チャーチ・東京）
ショートメッセージ 江田めぐみ牧師(越生）
▽入場無料
【問い合わせ】江田めぐみ牧師(越生）☎049-292-7447
10 月 30 日(月) 第 6 ブロック最寄り婦人研修会
時間 午前 9：30～午後 1：30
会場 所沢武蔵野教会
礼拝 「わたしの羊を飼いなさい」
町田のり子神学生(所沢武蔵野教会)
講演 「信仰の本質」
三永旨従牧師(所沢武蔵野)
【問い合わせ】所沢武蔵野教会 ☎04-2926-8225

1996 年 12 月 24 日付で「埼玉地区月報 1997 年 1 月号」
を発行してから今月号で 250 号を発行出来ました。一
度の休刊もなく毎月発行出来ました事に、各教会・伝
道所と関係者の皆様に深く感謝致します。
http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/
制作：ホームページ委員会
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来月の集会案内等
11 月 9 日(木)～10 日(金) 壮年部「秋の一泊修養会」
時間 9 日(木)午後 1：30～10 日(金)正午
会場 日光オリーブの里
テーマ「主にある交わりを深めよう
～祈りの生活～」
内容 礼拝、映画鑑賞(2 本)、交流会
参加費 3,000 円
申込 ＦＡＸ：042-972-2511 (市川宛)
Ｍａｉｌ：hiro-jitaku2nd@tbz.t-com.ne.jp
締切 10 月 8 日(日)
【問い合わせ】市川浩(飯能) ☎042-972-2511
11 月 18 日(土) 第 1 ブロック最寄り婦人研修会
時間 午前 9：45～12：00
会場 安行教会
礼拝 「ヨハネによる福音書における礼拝」
田中かおる牧師(安行)
講演「マルティン・ルターのもたらした
礼拝の豊かさ」
田中かおる牧師(安行)
【問い合わせ】安行教会 ☎048-296-4002

お知らせ・お願い
【各個教会関係】
川越教会「チャペルコンサート」のご案内
日時 10 月 15 日(日) 午後 2：00 (開場 1：30)
会場 川越教会
演奏／証 紫園香(キリスト品川教会音楽伝道師)
▽フルート演奏です。入場無料
【問い合わせ】川越教会 ☎049-242-4338
越谷教会「第 12 回卓球大会」のご案内
日時 10 月 15 日(日) 午後 0：30 から
会場 越谷教会・幼稚園ホール
テーマ「弱いときにこそ強い卓球大会」
▽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
七里教会「創立 30 周年記念ホルンコンサート」 の
ご案内
日時 10 月 21 日(土) 午後 2：00～4：00
会場 七里教会
演奏者 ホルン：宮田四郎（元ＮＨＫ交響楽団、
東京都交響楽団でホルン奏者）
ピアノ伴奏：長谷恵郁(亀有教会オルガにスト)
▽入場無料、どなたでも自由にお出かけ下さい。
【問い合わせ】小林則義(七里) ☎048-685-3701

川口教会「秋のバザー」のご案内
日時 10 月 29 日(日) 午前 11：30 から
会場 川口教会
【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039
【一般関係・関東教区関係】
☺ 東神大埼玉地区後援会主催の講演会のご案内
日時 10 月 15 日(日) 午後 3：00～5：00
会場 大宮教会
講演「前姿(中世)と後姿(近代)から見た宗教改革」
講師 棚村重行先生（東京神学大学特任教授）
▽どなたでもご参加ください。
【問い合わせ】熊江秀一(大宮) ☎048-641-6148
「信愛荘を支えるためのチャリティーコンサート」
日時 10 月 21 日(土) 午後 2：00 から
会場 青山学院大学ガウチャー記念礼堂
演奏 ヴァイオリン パイプオルガン
チケット 2,000 円
購入希望者は西谷さんに
【問い合わせ】西谷美和子(大宮) ☎048-641-6148
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 10 月 27 日(金) 午前 10：30～午後 3：00
会場 富士見町教会
【問い合せ】森生郁代(所沢武蔵野) ☎090-6934-2740

11 月 21 日(火) 第 2 ブロック最寄り婦人研修会
関東教区「会計・書記役員研修会」のご案内
時間 午前 10：30～午後 0：30
日時 11 月 11 日(土) 午前 10：30～午後 3：30
✞ 加須教会「特別伝道集会」のご案内
会場 大宮教会
会場 大宮教会
日時 11 月 19 日(日) 午後 2：00～3：00
礼拝 「ティベリアス湖畔で」
主題「伝道資金、謝恩日献金・100 円献金
会場 加須教会
熊江秀一牧師(大宮)
および諸献金について」
講演 「まっとうな生き方と縁側伝道」
発題 「喜びあふれる神の家族をめざして」
講師 熊江秀一牧師(大宮教会)他
…自分の証しを中心にして…
発題者 熊江秀一牧師(大宮)
参加費 2,000 円（交通費プール代、食事代）
講師 臼井勲先生(日本聖契キリスト教団
大音師みゆき姉、川島慶子姉、山口黎子姉
申込 10／31 まで教区事務所に葉書または FAX
新秋津キリスト教会伝道師)
(大宮教会員)
【問い合わせ】若月健悟(守谷) ☎0297-47-0207
【問い合わせ】舟生康雄(加須) ☎0480-65-3447
【問い合わせ】大宮教会 ☎048-641-6148
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

