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 10月9日(火) 第6ブロック最寄り婦人研修会 

  時間 午前10：30～午後2：00 

  会場 埼玉和光教会 

  講演 「婦人会の方向性について」 

  講師 岩河敏宏牧師(埼玉和光) 

 【問い合わせ】埼玉和光教会 ☎048-461-2177 

 

10月19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 越谷教会 

  講演 「つながる喜び」 

－日本基督教団の明日をみつめて－ 

講師 石橋秀雄牧師(越谷) 

 【問い合わせ】越谷教会 ☎048-962-2743 

 

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23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 東大宮教会 

講演 「まことのぶどうの木」 

講師 久保島泰牧師・久保島理恵牧師(東大宮) 

 【問い合わせ】東大宮教会 ☎048-684-5323 

≪月報がメールで受け取れます≫ 

【申し込み＆問い合わせ先】iwasa@bb.mbn.or.jp 

岩佐浩一(上尾合同) 

 10月28日(日) 伝道協力協議会 

  時間 3：00～ 

  会場 埼玉和光教会 

  テーマ「宣教活動計画具体化のために 

 ～教会の伝道協力～」 

  発題者 川染三郎牧師(鴻巣) 

  報告 鎌木順子牧師(朝霞)、中山弘隆牧師(三芳) 

 【問い合わせ】大坪直史(熊谷) ☎048-521-6018 

来月の集会案内等 

11月6日(火) 第5ブロック最寄り婦人研修会 

  時間 午前10：00～12：00 

  会場 小川教会 

  講演 「キリストの愛に応え、福音の希望に生きる 

－ヨハネによる福音書を学びつつ－」 

  講師 末永廣牧師(小川)  

 【問い合わせ】小川教会 ☎0493-72-4904 

 

11月10日(土) 第1ブロック最寄り婦人研修会 

  時間 午前10：00～午後0：30 

  会場 川口教会 

  講演 「児童福祉最後の砦」 

  講師 寺岡牧(つかさ)氏 

(国立武蔵野学院第１寮長、厚生労働教官) 

  【問い合わせ】川口教会 ☎048-251-6039 

 

11月10日(土) 第4ブロック最寄り婦人研修会 

  時間 午後1：20～3：30 (受付 午後1：00) 

  会場 上尾合同教会 

  講演 「キリストの弟子として生きる  

－ヨハネによる福音書に聴く－」 

講師 東野尚志牧師(聖学院) 

  【問い合わせ】上尾合同教会 ☎048-771-6549 

≪11月、12月の情報をお寄せください≫ 

◎ＦＡＸ：048-979-1057 

◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

     10月の予定 

 2日(火) 第7ブロック最寄り婦人研修会 

       本庄教会 1：30ｐｍ 

 8日(月) ＣＳせいと大会 

       武蔵丘陵森林公園 10：45ａｍ 

 9日(火) 第6ブロック最寄り婦人研修会 

       埼玉和光教会 10：30ａｍ 

14日(日) 社会委員会   上尾合同教会 3：00ｐｍ  

19日(金) 第3ブロック最寄り婦人研修会 

       越谷教会 10：00ａｍ 

20日(土) 第2回教会音楽講習会 大宮教会 1：30ｐｍ 

22日(月) 婦人部委員会    大宮教会 10：00ａｍ 

23日(火) 第2ブロック最寄り婦人研修会 

       東大宮教会 10：30ａｍ 

28日(日) 伝道協力協議会  埼玉和光教会 3：00ｐｍ 

【関東教区の主な予定】 

15日(月)～16日(火) 関東教区「教師部研修会」 

今月の集会案内等 

10月2日(火) 第７ブロック最寄り婦人研修会 

  時間 午後1：30～3：30 

  会場 本庄教会 

  講演 「み言葉に聞いて生きる喜び」 

  講師 疋田國磨呂牧師(本庄) 

【問い合わせ】本庄教会 ☎0495-22-2785 

 

10月8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)、入場料は中学生以下無 

料、大人450円、65歳以上210円 

【問い合わせ】指方周平(東所沢) ☎04-2945-5169 

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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  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 

 

 越谷教会「第13回卓球大会」のご案内 

  日時 10月21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 

 

 川越教会「チャペルコンサート」のご案内   

日時 10月21日(日) 午後2：00～(開場 1：30) 

会場 川越教会 

出演 加賀都喜乃(ときの)氏  

    ピアニスト(ユーオーディア) 

曲目 ノクターン(ショパン)、愛の夢(リスト)他 

▽入場無料 

【問い合わせ】木ノ内一雄(川越) ☎049-242-4338 

 

 本庄教会「創立130周年記念礼拝・感謝の集い」の 

 ご案内 

日時 10月21日（日） 午前10：30から 

会場 本庄教会 

【問い合わせ】疋田國磨呂(本庄) ☎0495-22-2785 

 

【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 

 

 

 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 オンギジャンイ讃美宣教団 

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、国内外に大きく用いられている。 

【問い合わせ】大宮教会 ☎048-641-6148  

 

 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) 

  ▽入場無料、北田さんは全盲の福音歌手です。 

【問い合わせ】小林則義(七里) ☎048-685-3701 

 

【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 

 

 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2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 

来月の集会案内等 

11月17日(土) 壮年部「秋の研修会」 

  時間 午前9：00～午後4：00 

  会場 大宮教会 

  講師 原田彰久牧師(東京聖書学校吉川教会) 

  主題 「聖書に学ぶイエスキリストの教え」 

  参加費 無料(開会礼拝にて献金を献げます) 

 【問い合わせ】市川浩(飯能) ☎042-977-0650 

 

11月18日(日) 伝道と賛美の集い 

  時間 午後2：00～3：30 

  会場 加須教会 

  集会名 「チャペルコンサート」 

テーマ ”YOU ARE ♪ LOVED BY JESUS” 

出演者 大坪園子(ピアノ＆ボーカル)  

 【問い合わせ】久保島泰(東大宮) ☎048-684-5323 

お知らせ・お願い 

【地区・各個教会関係】 

 最寄り1区教師会のご案内 

  日時 11月5日(月) 午前10：30～午後2：30 

  会場 埼大通り教会 

礼拝 川添義和牧師(埼大通り) 

発題 鈴木佳子牧師(久美愛) 

会費 1,000円 

 【問い合わせ】川添義和(埼大通り) ☎048-852-2735 

 

 深谷教会のホームページが開設 

  地区ホームページ委員会の協力を得て、教会の 

ホームページを開設しました。ＵＲＬは以下です。

埼玉地区のホームページからもリンクされていま

す。  http://fukaya.holy.jp 

【問い合わせ】深谷教会 ☎048-575-2838 
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