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今月の集会案内等 
 11月16日(土) 壮年部研修会 

  時間 午後1：00～4：00  

  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） 

  参加費 無料 

▽開会礼拝、施設の説明、施設の説明、施設見学 

後、懇談の時を持ちます。壮年の方のみならず、 

婦人・青年の参加も大歓迎です。 

【問い合わせ】市川 浩(飯能) ☎042-977-0650 

 

11月25日(月) 拡大教師会 

  時間 午前10：30～午後2：00 

  会場 熊谷教会 

  開会礼拝 疋田國麿呂牧師(本庄)  

  報告 川染 三郎牧師(鴻巣) 

     「鴻巣教会付属英和幼稚園の 

       認定こども園、新園舎建築について」 

  発題 竹内紹一郎牧師(深谷西島) 

     「埼玉県宗教連盟第22回講演会でのキリス 

      ト教入門講座『神話のベールを取ったキリ 

      スト教』への諸宗教の反応」 

  参加費 1,000円 

 【問い合わせ】川添義和(埼大通り) ☎048-852-2735 

お知らせ・お願い 

【各個教会関係】 

 鳩山伝道所のホームぺージが開設 

  教団の伝道支援金を活用し、地区のホームぺージ 

委員会の協力によって伝道所のホームぺージを開 

設出来ました。有難うございました。 

ＵＲＬは以下です。 

http://hatoyama.holy.jp/ 

埼玉地区のＨＰからリンクされています。 

【問い合わせ】藍田修(鳩山) ☎049-296-0342 

     11月の予定 
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) 

     「生き返ったタビタ」 

講演 使徒の信仰に学びつつ 

－広島での経験から－」 

  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(チェ ジャンス) 

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) 

     「だれにでも与えられているもの」 

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 

 

【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 

 9日(土) 第4ブロック最寄り婦人研修会 

       上尾使徒教会 1：20ｐｍ 

10日(日) 東松山教会・崔長壽牧師就任式 

       東松山教会 3：00ｐｍ 

社会活動委員会・社会委員会 

       川口教会 3：00ｐｍ 

11日(月) 婦人部委員会 

       久美愛教会 10：00ａｍ 

12日(火) 地区委員会 

       大宮教会 5：00ｐｍ 

13日(水) 第5ブロック最寄り婦人研修会 

       武蔵豊岡教会 10：20ａｍ 

14日(木) 第3ブロック最寄り婦人研修会 

       草加教会 10：00ａｍ 

16日(土) 壮年部研修会 

       草加キングスガーデン1：00ｐｍ 

19日(火) 教育委員会 

       初雁教会 6：30ｐｍ 

25日(月) 拡大教師会 

       熊谷教会 10：30ａｍ 

【関東教区の主な予定】 

16日(土) 関東教区「教会役員研修会」 

       大宮教会 10：30ａｍ 

30日(土) 関東教区「秋季按手礼式」 

       大宮教会 10：30ａｍ 

 

≪12月、1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。 

締め切りは毎月20日、ホームページにも掲載します。 

ホームページには締め切りはありません。 

◎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。  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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  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 

 

「子どもと礼拝セミナー」のご案内 

  日時 11月23日(土) 午後1：00から 

  会場 上尾合同教会 

テーマ「物語で伝える洗礼と聖餐」 

講師 ブラウネルのぞみ宣教師 

参加費 一般1,000円 学生500円（子ども無料） 

 【問い合わせ】上尾富士見幼稚園 ☎048-775-0517 

                安行教会 ☎048-296-4002 

【教区・地区関係】 

 関東教区「教会役員研修会」のご案内  

日時 11月16日(土) 午前10：30～午後3：00 

会場 大宮教会 

主題 「教師交代時のアレコレ 

      ～積立金の準備から諸手続きまで～」 

発題 井上理牧師(諸川伝道所)、新潟信濃町教会 

信徒、上尾合同教会信徒 

教師交代の諸手続き 小池正造牧師(東新潟) 

参加費 2,000円（交通費プール代、食事代） 

 【問い合わせ】佐野明子(塩谷一粒) ☎0287-45-0301 

 

 台風１９号の被害状況について（報告）  

地区内諸教会・伝道所にインターファックスを送 

らせて頂きましたが、今のところ教会・伝道所・ 

牧師館・牧師とご家族に「被害があった」という 

報告はありません。（「教会に雨漏りがあった」と 

いう程度はありました。）また信徒宅に雨漏り、 

床下浸水があった、という報告はありました。  

【問い合わせ】大坪直史(熊谷) ☎048-521-6018 

 

 

「インターＦＡＸ」の利用に関してのお願い 

 埼玉地区では、緊急連絡網として、ＦＡＸで地区 

内全ての教会・伝道所に一度に送信できる「イン

ターＦＡＸ」を導入しています。 

現在、主に災害などの緊急連絡時に使用していま 

すが、各教会で葬儀関係等、至急地区内全ての教 

会・伝道所へ連絡したい時は、地区書記・大坪ま 

でご連絡ください。また各区単位で送ることも出 

来ます。各委員会の集会案内で使用する場合のみ 

費用は各委員会負担になります。A4サイズ1枚 

で、地区内全ての教会・伝道所へ送る場合は1,800

円です。区毎は教会数×30円です。尚、送る内容

文はFAX ではなくて、必ずメールに添付して、地

区書記・大坪まで連絡してください。 

メール：otsubo_naofumi@yahoo.co.jp 

 【問い合わせ】大坪直史(熊谷) ☎048-521-6018 

報 告 

【各集会参加者数】 

・中学生KKS青年キャンプ (8／13～15)  

44名・14教会 

・平和を求める8・15集会 (8／15) 70名・23教会 

・教会全体修養会 (8／26～27)   127名・33教会 

・第25回アーモンドの会 (9／23) 104名・26教会 

・ＣＳせいと大会 (10／14)     76名・14教会 

※9月29日の中学生KKS秋のフェスタは、飯能で発生

した発砲傷害事件の犯人が逃走中だったため、参加者

の安全を考え急遽中止にしました。（申し込み教会に連

絡しました） 

※10月13日の環境問題講演会は台風19号の為、中止

にしました。(各教会へはインターＦＡＸで連絡しまし

た) 

≪月報がメールで受け取れます≫ 

名前と教会名「月報希望」と書いて下記のメールまで。 

【申し込み＆問い合わせ先】iwasa@bb.mbn.or.jp 

岩佐浩一(上尾合同) 

お知らせ・お願い 

【各個教会関係】 

 越谷教会・附属越谷幼稚園「フェスティバルバザー」 

  のご案内 

日時 11月2日(土) 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 

 

 上尾合同教会・富士見幼稚園との合同バザーの 

  ご案内 

日時 11月4日(月・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 

 

 上尾使徒教会「講演会」のご案内   

日時 11月10日(日) 午後2：00から 

会場 上尾使徒教会 

講演 「ガン哲学 ～種を蒔く～」 

講師 樋野興夫(順天堂大学名誉教授) 

参加費 無料 

申込 不必要 

▽「からし種」は、どんな種よりも小さいですが 

生長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥 

が来て、その枝に巣を作るほどの木になります 

【問い合わせ】武井アイ子(上尾使徒)  

☎048-775-1613 

 

意見ご要望もお寄せください｡ FAX:048-979-1057  Eメール: toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp  ◆掲示板用はＢ４に拡大すると見やすくなります。 発行：埼玉地区委員会 


