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12 月の予定

30 日(日) 中学生・ＫＫＳ秋のフェスタ
大宮教会 3：00ｐｍ

今月の集会案内等
12 月 30 日(日) 中学生・ＫＫＳ秋のフェスタ
時間 午後 3：00～6：30
会場 大宮教会
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 日開催予定だった秋のフェスタが台風の影響
で変更となりました。

教会・教師の動き
○ 国際愛伝道所の所在地が変更になりました。
旧：〒331-0802 さいたま市北区本郷町 205
むさしパンビル 2 階
新：〒331-0814 さいたま市北区東大成町 2-389-2
ＴＥＬ＆ＦＡＸ 048-667-9090

報 告
【集会参加者数】
・教会音楽講習会 (10／20)
・伝道協力協議会 (10／28)
・壮年部「秋の研修会」 (11／17)
・伝道と賛美の集い (11／18)

37 名・15 教会
16 名・16 教会
19 名・9 教会
58 名・9 教会

≪1 月、2 月の情報をお寄せください≫
各個教会の情報もお寄せください。
締切は毎月 20 日、ホームぺージにも掲載します。
◎ＦＡＸ：048-979-1057
◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp
最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。

来月の集会案内等

お知らせ・お願い

1 月 14 日(月・祝) 新年合同礼拝
1 区【会 場】越谷教会
【説教者】熊江秀一牧師(大宮)
【子ども説教】久保島理恵牧師(東大宮)
【聖餐式】小林眞牧師(岩槻)
2 区【会 場】埼玉和光教会
【説教者】岩河敏宏牧師(埼玉和光)
【子ども説教】坂戸いずみ教会の青年達
【聖餐式】末永廣牧師(小川)
3 区【会 場】北本教会
【説教者】阿部洋治牧師(北本)
【子ども説教】山野裕子牧師(久喜復活)
【聖餐式】東海林昭雄牧師(菖蒲)
▽開始時間は各会場とも、午前 10：30 です。
★礼拝プログラムは当日、配布いたします。
讃美歌、聖書箇所はプログラムに印刷いたします
ので、お持ちにならなくて結構です。
★式の中、成人を祝福する「成人の祈り」を用意し
ていますので、新成人の方はぜひご出席下さい。
★埼玉地区では、成人の日を｢地区デー」と定め地
区の一致と連帯を特に推進する日としています。
「地区デー献金」はこの礼拝の際にお持ち下さい。
【問い合わせ】川添義和(埼大通り) ☎048-852-2735

【各個教会関係】
 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 1：30)
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

1 月 28 日(月) 三区合同教師会
時間 午前 10：30～午後 2：30
会場 武蔵豊岡教会
参加費 1,000 円
説教者 末永廣牧師(小川)
発題者 指方周平牧師(東所沢)
▽ワークショップ（ディボーション説明を兼ねる）
「埼玉地区主題」聖句の御言葉より聖句、黙想、
分かち合い(祈り)を通してグループで実践する。
昼食 サイボクハムバーベキュー場
【問い合わせ】川添義和(埼大通り) ☎048-852-2735
http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/

 深谷教会「クリスマス」のご案内
①新島学園聖歌隊によるクリスマス・ミニコンサ
ート
日時 12 月 2 日(日) 午後 0：30～2：00
会場 深谷教会
内容 総勢 50 名のハンドベルと合唱
②クリスマスの集い
日時 12 月 22 日(土) 午後 4：00～6：00
会場 深谷教会
内容 1 部キャンドルサービス
2 部クリスマス・コンサート
出演 大坪園子先生(熊谷教会牧師、ゴスペルシン
ガー)、深谷教会聖歌隊
深谷教会四重奏管弦楽団他
【問い合わせ】法亢聖親(深谷) ☎048-575-2838
 桶川伝道所
「クリスマス・チャリティーコンサート」
日時 12 月 22 日(土) 午後 1：30 (開場 1：00)
会場 桶川伝道所
出演 チェロ：黄原亮司(東京交響楽団副首席チ
ェリスト)
ピアノ：水野ゆみ
目的 桶川伝道所会堂外壁補修費用の為
曲目 フランク チェロソナタ第 4 楽章他
入場料 1,800 円(お菓子付)
【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921
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お知らせ・お願い
 聖学院教会「クリスマス・コンサート」のご案内
日時 12 月 16 日（日）午後 1:30～3:00
会場 聖学院教会礼拝堂(聖学院大学チャペル)
出演 ＹＵＲＩＥ（シンガーソングライター）
▽入場無料、駐車場あります。日曜日ですので
駅からの送迎バス（学生バス）はありません。
【問い合わせ】東野尚志(聖学院)☎048-781-2829
 七里教会「クリスマスイヴ・ファミリーコンサート」
日時 12 月 24 日(月) 午後 2：00～4：00
会場 七里教会
演者 長谷恵郁氏(独唱)、伊藤晃氏(ピアノ、サッ
クス)、松本ちはや氏(パーカッション)
アカペラメンバーも出演します。
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
 鴻巣教会のホームページがリニューアルアップ
地区ホームページ委員会の協力を得て、教会の
ホームページをリニューアルアップしました。
ＵＲＬは以下です。埼玉地区のホームページから
リンクされています。
http://kounosu.holy.jp
【問い合わせ】川染三郎(鴻巣) ☎048-541-0643

【地区関係】
「埼玉地区デー」献金のお願い
埼玉地区では毎年１月の成人の日に、埼玉地区新
年合同礼拝を開催しております。特に、この日を
「埼玉地区デー」と定めて地区の一致と連帯を推
進してまいりました。この埼玉地区の活動とその
一致と連帯を覚えて、
「地区デー」献金をお献げ
いただきたく、ここにお願い申し上げます。
なおご献金は、
「地区デー」当日の新年合同礼拝
の際にお持ちいただいて、受付でお渡し下さい。
ご都合のつかない方は、下記の口座にお振込み下
さい。振込みの場合は振替用紙に“地区デー献金”
と明記してください。
郵便振替口座 ００１３０－２－４１３１２７
口 座 名
日本基督教団 埼玉地区
【問い合わせ】町田さとみ(初雁) ☎049-224-7594
 地区総合協議会の日程表提出のお願い
2019 年 2 月 12 日(火)、午後 7 時から、埼玉新生
教会で来年度の埼玉地区の各委員会・各部の行事
日程を調整する地区総合協議会が開催されます。
各委員会・各部の代表の方は、ご出席をお願いい
たします。
地区総合協議会で、時間を短縮する為、事前に各
委員会・各部の来年度の委員会日程・行事日程・
委員名簿を地区書記までメールで送り、地区書記
がまとめて総合協議会の当日に 2019 年度の地区
日程表を配布し協議することになっております。
そこで、
「2019 年度日程と委員名簿(ワード)」に
記入して下記までメールで送って下さいますよう
お願い致します。
締切期限は、2019 年 1 月 31 日(木)
送付先 大坪直史(地区委員・熊谷教会)
メール：otsubo_naofumi@yahoo.co.jp
【問い合わせ】大坪直史(熊谷) ☎048-521-6018

【一般関係】
「埼玉県南クリスマス・コンサート」のご案内
日時 12 月 4 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 チョウワンス（趙完守）
ゴスペルクインテット(バイオリンアンサ
ンブル)
説教 三浦愛師（聖泉キリスト教会）
▽入場無料
【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036
 第 28 回さいたま市民クリスマス SAI KURI2018
日時 12 月 14 日(金) 午後 6：50 (開場 6：10)
会場 さいたま市民会館おおみや大ホール
講師・ゲスト 安藤理恵子(玉川聖学院学院長)
音楽ゲスト 牧師 Rocks
入場料 前売大人 800 円、小学生＆中学生 500 円
当日大人 1000 円、小学生＆中学生 500 円
(収益金の一部をさいたま市社会福祉協議
会、埼玉いのちの電話に寄付)
概要 クリスマスならではの希望にあふれたトー
クと、心温まる音楽をお楽しみください。
当日、抽選でステキなクリスマス・プレゼ
ントがあります。
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048-852-1379
 狭山・入間市民クリスマスのご案内
日時 12 月 21 日(金) 午後 5：00～7：00
(開場 午後 4：30)
会場 狭山市市民会館 小ホール
出演 明治学院グリーハンドベルクワイア
曲目 神の御子は今宵しも、天にはさかえ他
メッセンジャー 小島清志牧師
(入曽キリスト教会)
入場料 大人 500 円、子ども 100 円(高校生以下)
【問い合わせ】栗原清(武蔵豊岡) ☎04-2965-4348

 所沢武蔵野教会のホームページがリニューアルア
ップ
教会のホームページをリニューアルアップしまし
た。ＵＲＬは以下です。埼玉地区のホームページか
らリンクされています。
https://271tokomusa-ch.jimdofree.com/
【問い合わせ】所沢武蔵野教会 ☎04-2926-8225
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