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今月の集会案内等 
 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 

教会・教師の動き 

○ 9月9日、愛泉教会・深井智朗牧師(主任担任)、 

森田弘道牧師(担任)の就任式が行われました。 

報 告 

【集会参加者数】 

・アーモンドの会 (9／24)   66名・17教会 

・ＣＳせいと大会 (10／8)   86名・12教会 

お知らせ・お願い 

【地区関係】 

 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 

 

 最寄り3区教師会のご案内  

日時 11月12日(月) 午前10：30から 

会場 久喜復活伝道所 

礼拝 山野裕子牧師(久喜復活) 

発題 柳瀬聡牧師(本庄旭) 

費用 1,000円(食事込)、部分参加300円 

▽車を乗り合わせておいで下さい。駐車に関して 

は山野姉迄お問合せ下さい。 

【問い合わせ】山野裕子(久喜復活) ☎0480-53-9547 

     11月の予定 
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) 

  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 
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 5日(月) 最寄り1区教師会 

       埼大通り教会 10：30ａｍ 

 6日(火) 第5ブロック最寄り婦人研修会 

       小川教会 10：00ａｍ 

10日(土) 第1ブロック最寄り婦人研修会 

       川口教会 10：00ａｍ 

10日(土) 第4ブロック最寄り婦人研修会 

       上尾合同教会 1：20ｐｍ 

12日(月) 最寄り3区教師会 

       久喜復活伝道所 10：30ａｍ 

教師委員会  久喜復活伝道所 2：00ｐｍ 

16日(金) 地区委員会 

       埼玉新生教会 5：00ｐｍ 

17日(土) 壮年部「秋の研修会」 

       大宮教会 9：00ａｍ 

18日(日) 伝道と賛美の集い 

       加須教会 2：00ｐｍ 

19日(月) 婦人部委員会 

       大宮教会 10：00ａｍ 

19日(月) 最寄り2区教師会 

       志木教会 10：30ａｍ 

23日(金) アーモンドの会委員会 

       埼玉和光教会 10：00ａｍ 

来月の集会案内等 

12月30日(日) 中学生・ＫＫＳ秋のフェスタ 

  時間 午後2：00～6：30 

  会場 坂戸いずみ教会 

  内容 礼拝、文集製本、交流タイム、夕食、 

スライド鑑賞 

【問い合わせ】指方周平(東所沢) ☎04-2945-5169 

※9月30日開催予定が台風の影響で変更となりました 

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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  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(土・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 

 

 越生教会“チェロ＆マリンバのハーモニー”ご案内 

日時 11月11日(日) 午後2：00～4：00 

会場 越生教会 みどり幼稚園ホール 

演奏 チェロ＆マリンバ デュオコンサート 

▽チェロに高橋よしの、マリンバに高橋まきの、 

ともにクリスチャンアーティストとして活躍し 

ているお二人の演奏。 

【問い合わせ】江田めぐみ(越生) ☎049-292-7447 

 

 武蔵豊岡教会「伝道集会ソワーズ・ゴスペルコンサ 

  ート」のご案内  

日時 11月17日(土) 午後2：00から 

会場 武蔵豊岡教会 

出演 ソワーズ 

曲目 アメージング グレイス、オーハッピーデイ 

   Awesome God、Jesus Lifted Me 他 

【問い合わせ】栗原清(武蔵豊岡) ☎04-2965-4348 

 

【一般関係】 

 アジア教会婦人会議日本委員会(ACWCJ)・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 

主題 「キリストに結ばれて」 

        ～となりびとと共に平和を求めて～ 

聖書書研究 郷かしこ牧師(八王子栄光) 

発題 マキン サンサン アウン牧師 

      (日本バプテスト連盟・杉並中通) 

【問い合せ】森生郁代（所沢武蔵野） ☎090-6934-2740 

 

 

 熊谷教会「クリスマス・コンサート」のご案内  

日時 12月1日(土)午後2：00から(開場2：00) 

会場 熊谷教会 

出演 民秋彩(ピアノ)、民秋理(ソプラノ) 

曲目 クリスマスの讃美歌メドレー他 

▽入場無料 

【問い合わせ】大坪直史(熊谷) ☎048-521-6018 

報告：第41 回教団総会 

10 月23日(火)から25日(木)、第41回日本基督教団

総会がホテルメトロポリタンを会場に開催された。 

今総会の主題は「伝道する教団の建設 － 伝道の命と

力の回復 －」である。 

【議長選挙】 

石橋秀雄(関東教区・越谷)が再選(5期目)された。 

【副議長選挙】 

久世そらち(北海教区・札幌北部)が当選された。 

【書記】 

雲然俊美が議長副議長より推薦され選任された。 

【常議員選挙】 

(教職) 小西 望(東北) 藤掛順一(神奈川)  

横山良樹(中部)   川崎善三(兵庫) 宮本義弘(東海) 

田邊由紀夫(大阪) 東野尚志(関東) 大友英樹(東京) 

篠浦千史(四国) 勇 文人(中部)  願念 望(西東京) 

梅崎浩二(九州) 入 治彦(京都)  小橋孝一(東京)  

(信徒) 佐久間文雄(関東)  野村敏彦(中部) 

八嶋由里子(東海) 豊川昭夫(関東) 奥山盾夫(東京)

遠矢良男(東京) 高橋嘉男(東北) 河田直子(東中国) 

黒沼宏一(東海) 望月克仁(神奈川) 守安久美子(東京) 

井田昌之(西東京) 土井しのぶ(東中国)  

【総幹事】秋山徹 

【法定議案以外で可決された議案】 

・ミナハサ福音キリスト教会(ＧＭＩＮ)との宣教協約

に関する件 

・「天皇代替わり儀式に公費を支出することに反対す

る声明」に関する件 

お知らせ・お願い 

 最寄り2区教師会のご案内   

日時 11月19日(月) 午前10：30～午後2：00 

会場 志木教会 

礼拝 横山基生牧師(志木) 

発題 町田さとみ牧師(初雁) 

▽駐車場は近くの市民会館（パルシティー・有料） 

をご利用ください。昼食準備の都合上、出欠を 

11月15日(木)までに、越生教会、江田めぐみ牧 

師までお知らせ下さい。FAX：049-292-7447 

メール：m_e123@hotmail.co.jp  

【問い合わせ】江田めぐみ(越生) ☎049-292-7447 

 

【各個教会】 

➪ 越谷教会・附属越谷幼稚園バザーのご案内 

日時 11月3日(土・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 

 

✞ 和戸教会「教会バザー」と「教会コンサート」のご 

  案内  

①教会バザー 

日時 11月10日(土) 午前11：00～午後0：30 

会場 和戸教会 

②教会コンサート (ソプラノ＆ピアノ) 

日時 11月17日(土) 午後2：00から 

会場 和戸教会 

出演 三塚直美他 

入場料 500円(茶菓有) 

【問い合わせ】和戸教会 ☎0480-32-2112 
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