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 9月29日(日) 中学生・ＫＫＳ秋のフェスタ 

  時間 午後3：00～7：00 

  会場 飯能教会 

  内容 礼拝、交流タイム、カレー作り 

  申込 9月22日(日)までに指方周平(東所沢) 

☎04-2945-5169 メール：ht_kyoukai@r7.dion.ne.jp 

 【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7日(月) 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 志木教会     講演「聖霊の賜物」 

  講師 横山好江伝道師(志木) 

 【問い合わせ】志木教会 ☎048-473-0024 

 

10月13日(日) 環境問題講演会 

  時間 午後3：00から 

  会場 埼大通り教会    参加費 300円 

  講演「原子力の歴史のこれまでとこれから」 

  講師 篠原弘典氏(日本基督教団東北教区・放射 

能問題支援対策室「いずみ」顧問) 

  【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039 

 

10月14日(月・祝) ＣＳせいと大会 

  時間 午前10：45～午後2：30 

会場 武蔵丘陵森林公園 

参加費 保険代100 円と入園料 

 (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 

 

10月19日(土) 第1ブロック最寄り婦人研修会 

  時間 午前10:00～12:00 

  会場 久美愛教会   講演「賛美と歌の指導」 

  講師 宗田宇多子氏(武蔵豊岡教会員) 

  開会礼拝 鈴木佳子牧師(久美愛) 

 【問い合わせ】久美愛教会 ☎048-873-4566 

 
お知らせ・お願い 

     9月の予定 
【地区関係】 

✞ 地区会計からのお願い   

いつも地区の働きと歩みの為にお祈りと尊いお捧

げものを感謝致します。今年度の地区分担金がま

だ納められておられない教会は、地区の活動の為

にお早めにお納め頂けますようお願い致します。 

  ・振込口座 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 

 

 最寄り1区教師会のご案内 

  日時 9月9日(月) 午前10：30～午後2：30 

会場 埼大通り教会 

礼拝 鈴木佳子牧師(久美愛) 

発題 先生方で語り合う 

会費 200円（お弁当は各自持参） 

 【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 9月16日(月) 午前10時30分～ 

会場 深谷西島教会 

礼拝 佐藤繁師(菖蒲) 

発題 疋田義也師(本庄) テーマ「山上の説教」 

会費 300円 昼食代 700円 

▽4日位前に桶川伝道所・高橋にご連絡下さい。 

  【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 

 2019年度牧師夫人と女性教職の集いのご案内 

  日時 10月1日(火) 午前10：30～午後2：00 

  会場 和戸教会 

  発題 森田愛香姉(愛泉) 「福祉とわたし」 

  証   指方敦子姉(東所沢) 

「デボーションとわたし」 

  【問い合わせ】大坪園子(熊谷) ☎048-521-6018 

 2日(月) 教師委員会 埼大通り教会 2：00ｐｍ 

3日(火) 地区委員会 大宮教会 5：00ｐｍ 

 8日(日) 西川晃充牧師就任式 行田教会 3：00ｐｍ 

ホームページ委員会 西川口教会 5：00ｐｍ 

 9日(月) 婦人部委員会  久美愛教会 10：00ａｍ 

    最寄り1区教師会 埼大通り教会 10：30ａｍ 

    最寄り2区教師会 埼玉和光教会 10：30ａｍ 

15日(日) 壮年部委員会  埼玉和光教会 2：30ｐｍ 

16日(月) 最寄り3区教師会 深谷西島教会 10：30ａｍ 

17日(火) 教育委員会   初雁教会 6：30ｐｍ 

23日(月) アーモンドの会 埼玉和光教会 9：30ａｍ 

29日(日) 中学生・ＫＫＳ秋のフェスタ 飯能教会 3時 

社会委員会   埼大通り教会 3：00ｐｍ 

 今月の集会案内等 

9月8日(日) 行田教会・西川晃充牧師就任式 

  時間 午後3：00から 

  会場 行田教会 

  司式 熊江秀一牧師(関東教区副議長) 

 【問い合わせ】西川晃充(行田) ☎048-555-2301 

 

9月23日(月・祝) 第25回アーモンドの会 

  時間 午前9：30～午後3：30 

  会場 埼玉和光教会 

  講演「統合失調症診療歴より」－イエスが病んで 

     いる人たちと出会った時の物語から学ぶ－ 

  講師 功刀(くぬぎ)弘氏(医学博士精神科医) 

    参加費 800円(昼食代含)、昼食無の場合300円 

  申込 ＦＡＸ：048-787-5921(桶川伝道所) 

     メール：almond.saitama@gmail.com 

  締切 9月16日 

【問い合わせ】矢崎武雄(埼大通り) ☎090-4926-3535 

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 

http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/
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  東大宮教会「講演会」のご案内  

日時 9月22日(日) 午後1：00～3：00  

会場 東大宮教会 

講演 「希望潰えた後にこそ～旧約聖書に聴く」 

講師 左近豊(さこん とむ)牧師(美竹教会) 

   (青山学院大学国際政治経済学部宗教主任・教授)  

▽入場無料、午前10：15からの礼拝でも左近牧師 

が説教します。 

【問い合わせ】久保島理恵(東大宮) ☎048-684-5323 

 

 武蔵豊岡教会創立130周年記念式のご案内  

日時 9月22日(日) 午後2：30から 

会場 武蔵豊岡教会 

説教者 石橋秀雄牧師(日本基督教団総会議長) 

▽駐車場は、先着30台(乗り合わせのご協力を願 

います)、ぜひご出席ください。 

【問い合わせ】栗原清(武蔵豊岡) ☎04-2965-4348 

 

 志木教会「特別伝道礼拝とトーク＆ライブ」ご案内 

  日時 9月29日(日) 礼拝 午前10：30～12：00 

     トーク＆ライブ 午後2：00～3：30 

  会場 志木教会 

  講師 関野和寛牧師(日本福音ルーテル東京教会) 

▽関野牧師をお迎えして、一日中ゴッドブレスを 

感じる時としたいと願っています。 

 【問い合わせ】志木教会 ☎048-473-0024 

 

 秩父教会「三浦綾子文学講演会」のご案内   

日時 10月13日(日) 午後1：30から 

会場 秩父教会 

講演 「三浦綾子著『母』の世界 

     命のために泣いて下さる方に出会う旅」 

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) 

  ▽入場無料。どなたでもご参加ください。 

【問い合わせ】温井節子(秩父) ☎0494-22-2431 

 

 

 上尾使徒教会「講演会」のご案内 

  日時 9月29日(日) 午後1：30から 

  会場 上尾使徒教会  参加費・申し込み 無し 

  テーマ バングラディシュに寺子屋を 

  講師 井上儀子氏(ＡＣＥＦ理事・前事務局長) 

  演題 「分かち合う心－アジアの子らに教育を」

【問い合わせ】武井アイ子(上尾使徒)☎048-774-1613 

 

【一般関係】 

 東京聖書学校公開講座のご案内 

日時 9月10日(火) 午前9：00～12：00 

会場 東京聖書学校 

テーマ「聖書協会共同訳」 

       －新しい聖書翻訳その特色と意義 

講師 小友聡先生(東京神学大学教授) 

    (日本聖書協会新翻訳事業翻訳者・編集委員) 

受講料 500円(昼食はありません) 

【問い合わせ】東京聖書学校 ☎048-982-5064 

 

 21世紀のエステル会主催シンポジウムのご案内 

日時 9月16日(月・祝) 午後2：00～5：00 

会場 ひばりが丘教会 

講演 「伝える管～心の中に種を蒔く～」 

講師 樋野興夫(順天堂大学名誉教授) 

申込 ☎050-5329-4736  

【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036 

 

【関東教区関係】 

 関東教区「社会活動協議会」のご案内 

日時 9月15日(日)～16日(月) 

会場 武蔵豊岡教会、丸木美術館  

講師 岡村幸宣氏(原爆の図丸木美術館学芸員) 

参加費  全日程参加の場合 12,000円 

宿泊 入間第一ホテル ☎04－2966－3111 

申込 ＦＡＸ：0284‐41－1676(石川まで) 

【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039 

お知らせ・お願い 

 最寄り2区教師会のご案内 

  日時 9月9日(月) 午前10：30から 

  会場 埼玉和光教会 

 【問い合わせ】大久保一秋(狭山) ☎04-2954-8131 

 

【各個教会関係】 

 東所沢教会「秋の特別礼拝とキリスト教教育講演 

  会」のご案内   

日時 9月8日(日)  

会場 東所沢教会 

講師 栗栖達郎先生(キリスト教愛真高校校長) 

①礼拝  時間 午前10：30から 

説教 「常に喜びなさい」 

②講演会 時間 午後2：00から 

講演 「日本一小さい全寮制高校の校長が語る真に 

 独立した人間を育む教育、そして 平和教育のお話」 

【問合せ先】指方周平(東所沢) ☎04-2945-5169 

 

 久喜復活伝道所「秋山徹牧師(教団総幹事)を迎えて 

  の礼拝と講演会」のご案内 

  日時 9月15日(日) 午前10：30～午後3：00 

  会場 久喜復活伝道所 

  説教 「この名による他、救いはなし」 

  講演 「伝道推進する教団として」 

 【問い合わせ】山野裕子(久喜復活) ☎0480-53-9547 

 

 桶川伝道所「賛美礼拝＆ミニコンサート」のご案内 

  日時 9月15日(日) 午前10：30から 

  会場 桶川伝道所    ▽入場無料 

  お話 櫻井義也教師(北本教会協力教師) 

  演奏 ヴァイオリン、クラリネット、ピアノ他 

 【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 
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