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 10月13日(日) 埼大通り教会と共催の環境問題講演会 

  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 

  開会礼拝 鈴木佳子牧師(久美愛) 

  講演「賛美と歌の指導」 

  講師 宗田宇多子氏(武蔵豊岡教会員) 

 【問い合わせ】久美愛教会 ☎048-873-4566 

 

10月26日(土) 第2回教会音楽講習会 

  時間 午後1：30から 

  会場 大宮教会 

  テーマ 「讃美歌21再発見②」 

  講師 荒瀬牧彦先生(日本聖書神学校教授) 

参加費 500円 

【問い合わせ】吉田みち子(埼玉新生) ☎048-853-5867 

 

10月26日(土) 伝道と賛美の集い 

  時間 午後2：00～4：00 

  会場 七里教会 

  出演 大和田広美(全盲の福音歌手) 

  ショートメッセージ 小林則義牧師(七里) 

【問い合わせ】小林則義(七里) ☎048-685-3701 

来月の集会案内等 

11月9日(土) 第4ブロック最寄り婦人研修会 

時間 午後1：20～3：30  会場 上尾使徒教会 

開会礼拝   武井アイ子牧師(上尾使徒) 

  講師 武田真治牧師(上尾合同)  

 【問い合わせ】上尾使徒教会 ☎048-774-1613 

 11月10日(日) 東松山教会・崔長壽牧師就任式 

  時間 午後3：00から 

  会場 東松山教会 

  司式 福島純雄牧師(関東教区議長) 

 【問い合わせ】崔長壽(東松山) ☎0493-22-0985 

 

11月13日(水) 第5ブロック最寄り婦人研修会 

時間 午前10：20～午後1：30 

会場  武蔵豊岡教会 

開会礼拝  栗原 清牧師(武蔵豊岡) 

賛美と証し 「聖霊に導かれて」ソワーズ 

 【問い合わせ】武蔵豊岡教会 ☎04-2962-6191 

 

11月14日(木) 第3ブロック最寄り婦人研修会 

  時間 午前10：00～午後0：30 

  会場 草加教会 

  講演 「神の召しに応えた人たち」 

  講師 高田輝樹牧師(草加) 

 【問い合わせ】草加教会 ☎048-942-1029 

 

11月16日(土) 壮年部研修会 

  時間 午後1：00～4：00 参加費 無料 

  会場 特別養護老人ホーム草加キングスガーデン 

  テーマ 「共に輝きの時を探る」  

        ～老人ホームを訪ねてみよう～ 

  開会礼拝 川染三郎牧師(鴻巣） 

▽施設の説明、見学後、懇談の時を持ちます 

 【問い合わせ】市川 浩(飯能) ☎042-977-0650 

教会・教師の動き 

・6月30日、本庄旭教会・柳瀬聡牧師が辞任 

・7月23日、本庄旭教会・大坪直史牧師が代務に就任 

・8月22日、聖学院教会・東野尚志牧師が代務に就任 

・9月8日 行田教会・西川晃充牧師就任式が行われた 

・9月 、東松山教会・野村忠規牧師が辞任   

・9月、東松山教会・崔長壽(チェジャンス)牧師が就任 

     10月の予定 

【最寄り婦人研修会は今月の集会案内を参照】 

 1日(火) 牧師夫人と女性教職の集い 

       和戸教会 10：30ａｍ 

13日(日) 環境問題講演会 埼大通り教会 3：00ｐｍ 

14日(月) ＣＳせいと大会 森林公園 10：45ａｍ 

15日(火) 婦人部委員会  久美愛教会 10：00ａｍ 

26日(土) 第2回教会音楽講習会 大宮教会 1：30ｐｍ 

伝道と賛美の集い    七里教会 2：00ｐｍ 

今月の集会案内等 

10月7日(月) 第2ブロック最寄り婦人研修会 

  時間 午前10：00～午後0：30 会場 聖学院教会 

  講演 東野ひかり牧師(聖学院) 「食事の世話を 

する人－最初の執事・奉仕者たち」 

 【問い合わせ】八木和子(聖学院) ☎048-721-0955 

 

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 横山好江伝道師(志木) 「聖霊の賜物」 

 【問い合わせ】志木教会 ☎048-473-0024 

 

10月7日(月) 第7ブロック最寄り婦人研修会 

  時間 午後1：30～3：30  会場 深谷教会  

  開会礼拝 保母光彦牧師(深谷) 

  講演 法亢聖親牧師(深谷) 「異言と預言」 

 【問い合わせ】深谷教会 ☎048-575-2838 

 

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 

【問い合わせ】指方周平(東所沢) ☎04-2945-5169 
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  和戸教会「チェロ・コンサート」のご案内  

日時 10月19日(土) 午後2：00から  

会場 和戸教会 

演奏 チェロ：黄原亮司氏 ピアノ：水野ゆみ氏 

入場料 500円(茶菓子付) 

【問い合わせ】三羽善次(和戸) ☎0480-32-2112 

 

 桶川伝道所「賛美礼拝＆コンサート」のご案内 

  日時 10月20日(日) 午前10：30～午後0：45 

  会場 桶川伝道所 

  お話 三浦修教師(隠退教師、前埼玉和光教会) 

  賛美 馬場津也子氏 

 【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 

 

✟ 越谷教会「第14回卓球大会」のご案内 

  日時 10月20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」 

【問い合わせ】越谷教会 ☎048-962-2743 

 

 埼玉和光教会「沖縄のこと、一緒に学んでみません 

か？」学習会のご案内 

日時 10月20日(日) 午後2：00～4：00 

会場 埼玉和光教会 

講演 「沖縄は大変ですね』と言わないで！」 

講師  平良愛香牧師(神奈川教区川和教会) 

 【問い合わせ】埼玉和光教会 ☎048-461-2177 

 

 初雁教会「チャペルコンサート」のご案内   

日時 10月27日(日) 午後2：00～3：30 

会場 初雁教会 

演奏 ベアンテ・ボーマン師、ルリ子・ボーマン 

【問い合わせ】町田さとみ(初雁) ☎049-224-7594 

 

 川口教会「秋のバザー」のご案内 

  日時 10月27日(日) 午前11：30  (右上へ) 

 

 

  会場 川口教会 

 【問い合わせ】本間一秀(川口) ☎048-251-6039 

 

 加須教会「特別伝道集会」のご案内 

  日時 11月17日(日) 午後2：30～3：30   

会場 加須教会 

  講演 「人間を祝福する神」 

講師 疋田國磨呂牧師(本庄、元関東教区議長) 

▽午前中の礼拝も疋田國磨呂牧師の説教です。 

 【問い合わせ】舟生康雄(加須) ☎0480-65-3447 

 

【地区関係・一般関係】 

 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 

 

 最寄り1区教師会のご案内 

  日時 10月28日(月) 午前10：30～午後2：30 

  会場 埼大通り教会 

  説教 永井二三男牧師(浦和東教会) 

  発題 本間一秀牧師(川口)「川口の隠れキリシタ 

ンの跡-関東の隠れキリシタンを巡って-」 

  会費 300円 (お弁当は各自お持ちください) 

 【問い合わせ】川添義和(埼大通り) ☎048-852-2735 

 

 東神大埼玉地区後援会主催の講演会のご案内  

日時 10月27日(日) 午後3：30～5：30 

会場 大宮教会 

講演 「福音を宣べ伝える教会 

      － 私たちは何を信じ、伝えるのか －」 

講師 須田拓先生（東京神学大学准教授）    

▽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 

お知らせ・お願い 

【各個教会関係】 

 武蔵豊岡教会「創立130周年記念コンサート」 

日時 10月5日(土) 午後2：00から 

会場 武蔵豊岡教会 

出演 オルガン：水野均氏、ピアノ：小島加奈子 

▽教会の歴史スライドショーを上映します。無料 

【問い合わせ】栗原清(武蔵豊岡) ☎04-2965-4348 

 

 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(全国三浦綾子読書会代表) 

【問い合わせ】温井節子(秩父) ☎0494-22-2431 

 

 川越教会「チャペルコンサート」のご案内   

「子供から大人まで楽しめるファミリーコンサート」 

日時 10月13日(日) 午後2：00～3：30 

会場 川越教会 

出演 川越ますみ（ソプラノ）、飯田理乃（バイオ 

リン）、岸健太郎（ピアノ） 

▽入場無料、コンサート後お茶会あり 

【問い合わせ】木ノ内一雄(川越) ☎049-242-4338 

 

 北本教会「映画上映会」のご案内   

日時 10月19日(土) 午後2：00～4：00 

会場 北本教会 

映画 「隣る人」 

▽ある児童養護施設の日常を追う8年間のドキュ 

メンタリー。入場無料。 

【問い合わせ】北本教会伝道委員会 ☎048-591-1558 
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