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今月の集会案内等 
 

来月の集会案内等 

     11月の予定 
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 

【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・講演 田中かおる牧師(安行) 

礼拝 「ヨハネによる福音書における礼拝」 

   講演「マルティン・ルターのもたらした 

礼拝の豊かさ」 

 【問い合わせ】安行教会 ☎048-296-4002 

 

11月19日(日) 埼玉地区「第3回伝道協力協議会」 

時間 午後3：30～6：00 

  会場 初雁教会 

  発題者 山岡創牧師(坂戸いずみ) 

山野裕子牧師(久喜復活) 

  【問い合わせ】末永廣(小川) ☎0492-72-4909 

 

11月21日(火) 第2ブロック最寄り婦人研修会 

時間 午前10：30～午後0：30 

  会場 大宮教会 

礼拝 「ティベリアス湖畔で」        

      熊江秀一牧師(大宮) 

  発題 「喜びあふれる神の家族をめざして」 

発題者 熊江秀一牧師(大宮)、大音師みゆき姉 

川島慶子姉、山口黎子姉(大宮教会員) 

 【問い合わせ】大宮教会 ☎048-641-6148 

12月9日(土) 2017年度第2回教会音楽講習会 

時間 午後1：30～4：00 

  会場 大宮教会 

講師 小田部進一先生(玉川大学文学部教授) 

テーマ「ルターの宗教改革と讃美歌」 

参加費 500円 

【問い合わせ】吉田みち子(埼玉新生) ☎048-853-5867 

お知らせ・お願い 

【各個教会関係】 

 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(金・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、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(金・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 

 

 桶川伝道所「賛美礼拝＆定期コンサート」ご案内 

  日時 11月19日(日) 午前10：30～午後1：30 

  会場 桶川伝道所 

  説教 井田一郎神学生(JTBS2年生) 

  演奏 ソプラノ：馬場津也子氏(2017年度全国ア 

マチュア・オペラコンサート1位) 

ピアノ、ヴァイオリン、チェロ他 

    ▽入場無料 

 【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 7日(火) 教師委員会 

       埼大通り教会 2：00ｐｍ 

 9日(木)～10日(金) 壮年部「秋の一泊修養会」 

       日光オリーブの里 1：30ｐｍ 

13日(月) 最寄り2区教師会 

       小川教会 10：30ａｍ 

最寄り3区教師会 

       深谷西島教会 10：30ａｍ 

17日(金) 地区委員会 

       埼玉新生教会 5：00ｐｍ 

18日(土) 第1ブロック最寄り婦人研修会 

       安行教会 9：45ａｍ 

19日(日) 埼玉地区「第3回伝道協力協議会」 

       初雁教会 3：30ｐｍ 

アーモンドの会委員会 

       埼玉和光教会 4：00ｐｍ 

21日(火) 第2ブロック最寄り婦人研修会 

       大宮教会 10：30ａｍ 

27日(月) 最寄り1区教師会 

       川口教会 10：30ａｍ 

【関東教区の主な予定】 

11日(土) 関東教区「会計・書記役員研修会」 

       大宮教会 10：30ａｍ  

教会・教師の動き 

○ 7月28日 羽生伝道所と東京復活教会(西東京教区)

が合併して羽生の森教会(2種教会)となりました。 

○ 9 月 1 日 北本教会・阿部洋治伝道師が代務を辞任

し主任担任に就任しました。 

○ 9月1日 本庄旭教会・柳瀬聡牧師(群馬地区・渋川

教会) が主任担任(兼務)に就任し、10月22日に牧

師就任式が行われました。 

最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。  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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 【地区関係】 

 最寄り2区教師会のご案内  

日時 11月13日(月) 午前10：30～午後2：00 

会場 小川教会 

礼拝 末永廣牧師(小川) 

発題 江田めぐみ牧師(越生) 

▽礼拝、発題の後、昼食を囲んで近況報告、情報 

共有、親睦の時を持ちます。昼食準備の都合上、 

出欠を11月10日(金)までに初雁教会町田さと 

み牧師までお知らせください。 

    Mail：joyful1932@nifty.com  

FAX：049-224-7594 

【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13日(月) 午前10：30～午後2：00 

会場 深谷西島教会 

礼拝 塚本望師(深谷西島) 

発題 疋田義也師(本庄・協力) 

テーマ「私の牧会的課題」 

会費300円  昼食700円 

▽出欠を4日前までに深谷西島教会にFAXでご連 

絡ください。FAX：048-575-2723 

  【お問い合わせ】舟生康雄(加須) ☎0480-65-3447 

 

 最寄り1区教師会のご案内  

日時 11月27日(月) 午前10：30～午後2：00 

会場 川口教会 

礼拝 本間一秀牧師(川口) 

発題 武井アイ子牧師(上尾使徒) 

     「カルヴァンの聖霊論」 

会費 1,000円 

▽準備のため、4日位前までに浦和別所教会まで 

出席のお知らせをお願いします。 

TEL：048-861-4210 

 【問い合わせ】川添義和(埼大通り) ☎048-852-2735  

 
 

【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11日(土) 午前10：30～午後3：30 

  会場 大宮教会 

  主題「伝道資金、謝恩日献金・100円献金 

および諸献金について」 

  講師 熊江秀一牧師(大宮教会)他 

  参加費 2,000円（交通費プール代、食事代） 

  申込 10月31日まで教区事務所に葉書またはFAX 

 【問い合わせ】若月健悟(守谷) ☎0297-47-0207 

 

【一般関係】 

 児童養護施設神愛ホーム「チャリティーバザー」 

日時 11月5日(日) 午前10：00～午後1：00 

会場 毛呂山町福祉会館 ウィズもろやま 

     (入間郡毛呂山町岩井西5丁目16番地) 

▽バザー用品のご寄付をお願いします。新品のも 

のに限る。食品は賞味期限が長いもの。中古品 

や古い物はご遠慮願います。 

【問い合わせ】神愛ホーム ☎049-294-0040 

 

 「埼玉県南クリスマス・コンサート」のご案内 

日時 12 月5 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 矢吹綾子(オルガニスト) 

説教 元吞光一師(川口キリスト教会) 

▽入場無料 

【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036 

 

 第27回さいたま市民クリスマスのご案内 

時間 12月17日(日) 午後2：30 (開場2：00) 

会場 さいたま市民会館おおみや 大ホール 

トークゲスト 青木仁志さん 

(アチーブメント株式会社 代表取締役社長) 

音楽ゲスト サルーキ＝（ロックンロールバンド） 

【問い合わせ】埼玉新生教会 ☎048-852-1379 

お知らせ・お願い 
✞ 加須教会「特別伝道集会」のご案内  

日時 11月19日(日) 午後2：00～3：00 

会場 加須教会 

講演 「まっとうな生き方と縁側伝道」 

         …自分の証しを中心にして… 

講師 臼井勲先生(日本聖契キリスト教団 

新秋津キリスト教会伝道師) 

【問い合わせ】舟生康雄(加須) ☎0480-65-3447 

 

 越谷教会「特別伝道礼拝＆講演会」のご案内 

日時 年11月19日(日)  

会場 越谷教会 

説教・講師 出村彰先生(東北学院大学名誉教授) 

礼拝 午前10：40～11：50 

説教題「霊も魂も体も守られて」  

講演会 午後0：30～2：00 

講演題「歴史の激流の中に立ってきた越谷教会 

          －変わらないものを求めて－」 

▽どなたでもご参加ください。入場は無料です。 

【問い合わせ】越谷教会 ☎048-962-2743 

 

 埼玉新生教会「プレイズファミリー20周年感謝パー 

  ティー」のご案内 

日時 11月23日(木・祝) 午後1：30～3：30 

会場 埼玉新生教会２Ｆホール 

ゲスト マジシャンフーガ＆はるか 

（マジックオペラ） 

▽教会学校から脱学校化し、プレイズファミリー

(ＰＦ)にリニューアルして20年経ちました。賛

美にあふれた礼拝を20年続けてこれたことを感

謝するパーティーです。入場無料。 

【問い合わせ】埼玉新生教会 ☎048-852-1379 
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