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9 月の予定

3 日(月) 最寄り 3 区教師会
桶川伝道所 10：30ａｍ
4 日(火) 教育委員会
初雁教会 6：30ｐｍ
10 日(月) 婦人部委員会
大宮教会 10：00ａｍ
最寄り 1 区教師会
大宮教会 10：30ａｍ
最寄り 2 区教師会
朝霞教会 10：30ａｍ
教師委員会
埼大通り教会 2：00ｐｍ
14 日(金) 地区委員会
埼玉新生教会 5：00ｐｍ
16 日(日) 壮年部委員会
春日部教会 2：30ｐｍ
ホームページ委員会
埼玉新生教会 4：00ｐｍ
23 日(日) アーモンドの会委員会
埼玉和光教会 4：00ｐｍ
24 日(月) 第 24 回アーモンドの会
埼玉和光教会 10：00ａｍ
30 日(日) 中学生・ＫＫＳ秋のフェスタ
会場・時間 未定
【関東教区の主な予定】
16 日(日)～17 日(月) 関東教区「社会活動協議会」

報 告
【集会参加者数】
・中学生ＫＫＳ青年キャンプ (8／13～15)
63 名・15 教会
・平和を求める 8・15 集会 (8／15) 80 名・27 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

お知らせ・お願い

9 月 24 日(月・祝) 第 24 回アーモンドの会
時間 午前 10：00～午後 3：30
会場 埼玉和光教会
主題 「心のドアをたたく」
－引きこもりと向き合う－
発題 引地達也(一般財団法人シャローム
ネットワーク統括)
中川基子(社会福祉法人
一粒しゃろーむ管理者)
証者 滝川英子(七里)
参加費 1,000 円(昼食代含)
申込 ＦＡＸ：048-648-7115(石川)
締切 9 月 17 日(月)
【問い合わせ】矢崎武雄(埼大通り) ☎090-4926-3535
9 月 30 日(日) 中学生・ＫＫＳ秋のフェスタ
時間、会場他未定です。9 月 4 日の委員会で決定し
その後各教会・伝道所へ案内を出します。
【問い合わせ】指方周平(東所沢) ☎04-2945-5169

来月の集会案内等
10 月 20 日(土) 第 2 回教会音楽講習会
時間 午後 1：30～4：00 (開場 午後 1：00)
会場 大宮教会
テーマ 「礼拝奏楽の役割と選曲②」
講師 椎名雄一郎先生(オルガニスト)
(活水女子大学教授)
内容 クリスマスにふさわしい奏楽曲の選曲等紹
介していただく予定です。初めての方も歓
迎いたします。
参加費 500 円
【問い合わせ】吉田みち子(埼玉新生) ☎048-853-5867
※10月8日開催 ＣＳせいと大会は来月号に掲載します
http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/

【地区関係】
 最寄り 3 区教師会のご案内
日時 9 月 3 日(月) 午前 10：30～午後 2：00
会場 桶川伝道所
発題 「聖化について」
温井節子牧師(秩父)
会費 1,000 円
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921
 最寄り 1 区教師会のご案内
日時 9 月 10 日(月) 午前 10：30～午後 2：00
会場 大宮教会
発題 「ルターの聖餐論」
高橋真之伝道師(大宮)
会費 1,000 円
【問い合わせ】川添義和(埼大通り) ☎048-852-2735
✞ 最寄り 2 区教師会のご案内
日時 9 月 10 日(月) 午前 10：30～午後 2：00
会場 朝霞教会
礼拝 鎌木順子牧師(朝霞)
発題 山岡創牧師(坂戸いずみ)
「アドラー神学の魅力」
▽車を置くスペースがないため公共の交通手段に
てお願いいたします。9 月 5 日(木)までに、江
田めぐみ牧師（越生教会）へ
Fax(049‐292‐7447)or(04-2962-2810)にお知
らせください。
Mail：m_e123@hotmail.co.jp
【問い合わせ先】江田めぐみ(越生) ☎049‐292‐7447
先月号の各委員会・各部名簿で教育委員会：高橋真之
(大宮)、教師委員会：江田めぐみ(越生)、鈴木佳子(久
美愛)のお名前が抜けていました。お詫びいたします。
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お知らせ・お願い
【各個教会関係】
 東大宮教会「特別伝道集会」のご案内
日時 9 月 23 日(日) 午後 1：00～3：00
会場 東大宮教会
講演 「生と死を考える－ホスピスの経験から」
講師 窪寺俊之先生(元聖学院大学教授)
▽入場無料。
【問い合わせ】久保島泰(東大宮) ☎048-684-5323
 秩父教会「講演会」のご案内
日時 10 月 7 日(日) 午後 2：00(受付 午後 1：30)
会場 秩父教会
講演 三浦綾子の人生が語る希望
「にもかかわらず愛されるとき奇蹟は起きる」
講師 森下辰衛先生(三浦綾子記念文学館特別研
究員、全国三浦綾子読書会代表、元福岡女
学院大学助教授)
▽入場無料
【問い合わせ】温井節子(秩父) ☎0494-22-2431

 七里教会「秋のチャペルコンサート」のご案内
日時 10 月 27 日(土) 午後 2：00～4：00
会場 七里教会
出演 北田康広さん(福音歌手、ピアニスト)
曲目 童謡から讃美歌、アメイジンググレース他
メッセージ 小林則義牧師(七里)
【問い合わせ】小林則義(七里) ☎048-685-3701
【教区関係・一般関係】
 関東教区「社会活動協議会」のご案内
日時 9 月 16 日(日)～17 日(月・祝)
会場 足利教会
主題 「渡良瀬川の慈しみ…」パート 2 足尾銅
講師 坂原辰男(田中正造大学事務局長)他
費用 11,000 円(宿泊：ホテルわかさ・足利市）
申込 FAX：0284-41-1676(石川まで)
締切 第１回 9 月 1 日 第 2 回・最終 9 月 8 日
▽１７日は足尾銅山現地研修(松木渓谷・足尾環
境学習センター・植樹）大型バスで移動。
【問い合わせ】飯塚拓也(竜ヶ崎) ☎ 0297-64-3768
 21 世紀のエステル会主催「講演会」のご案内
日時 9 月 17 日(月・祝) 午後 1：30～4：00
会場 白鷺教会
講演 「もしかすると、この時のためであるかも
しれない」
講師 樋野興夫(順天堂大学医学部教授)
パネルディスカッション
「がん哲学外来」の「覚悟」の原点
パネリスト 金田佐久子(川口がん哲学カフェいず
み代表)
太田和歌子(白鷺メディカルカフェ代表)
田鎖夕衣子(カフェひばりが丘代表)
定員 100 名・要申込／会費無料
申込 ☎050-5329-4736
【問い合わせ】
21 世紀のエステル会 ☎050-5329-4736

 東神大埼玉地区後援会主催の講演会のご案内
日時 10 月 21 日(日) 午後 3：00～5：00
会場 大宮教会
講演 「キリストに結ばれて生きる喜び
―昇天の主イエス・キリストと教会」
講師 関川泰寛先生（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】小林眞(岩槻) ☎048-756-0468
【地区関係】
 埼玉地区教会伝道協力スタッフ募集のお知らせ
「1 年に 1 日、伝道協力を！！」
あなたの力を必要としています
埼玉地区伝道委員会・委員長 久保島泰
① 伝道協力スタッフを募集し登録していただきます。
20 名を目標に募集します。
応募に当たっては、それぞれの所属教会の役員会・長
老会の承認をいただきます。
② 伝道集会に伝道協力スタッフ派遣を希望する教会
は 3 か月以上前に協力要請を伝道委員会あてに行い、
伝道委員会から所属教会を通じてスタッフに連絡しま
す。
③ 協力内容は伝道集会の受付、案内、会場設営、片付
けなど当日スタッフ。
事前のビラ配り、ポスター掲示等（集会の一か月前）
。
④ 伝道集会開催教会に近い住所で登録されている方、
および所属教会に、日時、応援内容を連絡し、協力ス
タッフとして派遣可能かどうか確認。派遣は要請の倍
数を派遣します。
（当日までに諸事情で参加不可能とな
ることもあるため倍数を確保します）
⑤ 伝道協力スタッフは教会のスタッフが十分確保で
きた場合は、参加者として集会に参加し、教会のスタ
ッフの働きを優先し、後方支援をします。
⑥ 伝道協力スタッフには交通費の実費が支給されま
す。
【問い合わせ】久保島泰(東大宮) ☎048-684-5323

 大宮教会「チャペルコンサート」のご案内
日時 10 月 27 日(土) 午後 1：00～3：30
会場 大宮教会
出演 オンギジャンイ讚美宣教団
入場料 一般 1,000 円、中・高校生 500 円、
小学生以下無料
▽オンギジャンイ讃美宣教団は 1987 年、韓国にお
いて、神さまの愛を伝えたいという願いとビジ
ョンをもって集まった若者によって、祈りのう
ちに結成され、その働きは韓国国内のみならず
海外においても、大きく用いられている。
【問い合わせ】大宮教会 ☎048-641-6148
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