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 11月22日(火) 第3ブロック最寄り婦人研修会 

  時間 午前10：00～12：00 

  会場 和戸教会 

  講演 「キリストの道に生きる」 

  講師 佐藤進牧師 

  【問い合わせ】和戸教会 ☎0480-32-2112 

 

11月23日(水) 牧師夫人と女性教職の集い 

  時間 午後1：30～3：00 

  会場 武蔵豊岡教会 

  礼拝 渡邊典子牧師(三芳) 

  講演 「子どもの置かれた現状と課題 

        －自立した子どもになるために」  

  講師 澁谷実季牧師(毛呂) 

  ▽オンライン(Zoom)で同時配信のご利用も可能で 

す。是非ご参加ください。 

【問い合わせ】栗原のぞみ(武蔵豊岡)  

☎04-2965-4348 

 

10月～11月 第4ブロック最寄り婦人研修会 

  開会礼拝 桜井義也教師(隠退教師) 

       「失われた者の回復と喜び」 

  講演 「心に傷を背負った一人旅の先に」 

  講師 阿部洋治牧師(北本) 

  ▽各教会に研修会の原稿を送付し、都合の良い日 

   程で礼拝と研修を行う。 

 【問い合わせ】北本教会 ☎048-591-1558 

 

10月～11月 第5ブロック最寄り婦人研修会 

  開会礼拝 澁谷弘祐(毛呂) 

       「聖霊が降る」 

  講演 「神の救いについて」 

  講師 澁谷弘祐牧師(毛呂) 

  ▽各教会に研修会の原稿を送付し、都合の良い日 

   程で礼拝と研修を行う。 

 【問い合わせ】毛呂教会 ☎049-294-3444 

              (右上へ) 

 10月～11月 第6ブロック最寄り婦人研修会 

  開会礼拝 加藤久幸牧師(所沢みくに) 

  講演 「コロナ禍を経験した教会」  

使徒言行録から 

  講師 加藤久幸牧師(所沢みくに) 

  ▽各教会に研修会の原稿を送付し、書面開催とする 

 【問い合わせ】所沢みくに教会 ☎04-2929-0682 

 

【既に終了したブロックの研修会】 

10月8日(土) 第7ブロック最寄り婦人研修会 

  時間 午前10：00～12：00 

  会場 深谷西島教会 

  講演 「聖霊に送り出されて」 

  礼拝 竹内紹一郎牧師(深谷西島) 

 

10月24日(月) 第１ブロック最寄り婦人研修会 

  時間 午前10：00～12：30 

  会場 西川口教会 

  開会礼拝 金田佐久子牧師(西川口) 

  講演 「交差点に立つ信仰」 使徒言行録から 

  講師 島静江教師(元西川口教会牧師) 

お知らせ・お願い 

【地区関係】 

 壮年部研修会中止のお知らせ 

11月23日(水・休)に開催予定でした壮年部の研修 

会は中止としましたのでお知らせします。また研 

修会終了後に予定していた壮年部委員会も中止と 

します。 

【問い合わせ】市川浩(飯能) ☎042-977-0650 

 

 最寄り2区教師会のご案内 

  日時 11月21日(月) 午前10：00～午後1：00 

  会場 Zoomによる 

  説教 鎌木順子牧師(朝霞) 

  発題 木村光寿牧師(飯能) 

 【問い合わせ】渡邊典子(三芳) ☎090-2491-3721 

    11月の予定 

 8日(火) 地区委員会 

       大宮教会 5：00ｐｍ 

14日(月) 婦人部委員会 

       久美愛教会 10：00ａｍ 

教師委員会 

       武蔵豊岡教会 1：30ｐｍ 

15日(火) 第2ブロック最寄り婦人研修会 

       浦和東教会 10：30ａｍ 

教育委員会 

       深谷西島教会 2：00ｐｍ 

21日(月) 最寄り2区教師会 

       Zoom 10：00ａｍ 

最寄り1区教師会 

       七里教会 1：30ｐｍ 

22日(火) 第3ブロック最寄り婦人研修会 

       和戸教会 10：00ａｍ 

23日(水) 牧師夫人と女性教職の集い 

       武蔵豊岡教会 1：30ｐｍ 

教会・教師の動き 

○ 10 月 9日、七里教会・佐々木佐余子牧師の就任式

が行われました。 

今月の集会案内等 

11月15日(火) 第2ブロック最寄り婦人研修会 

  時間 午前10：3０～12：00 

  会場 浦和東教会 

  開会礼拝 永井二三男牧師(浦和東) 

         「聖霊に導かれて歩む」 

  講演 「アジアの人々と歩む」 

  講師 小田哲郎氏 

(アジアキリスト教教育基金理事) 

【問い合わせ】浦和東教会 ☎048-882-4851 (右上へ) 
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  川口がん哲学カフェ「いずみ」のご案内  

日時 11月12日(土) 午後１：30～3：30 

会場 西川口教会 

定員 12人 

申込 ＦＡＸ又はメ－ルで申込下さい。 

       FAX：048-258-6630 

      メール：kawaguchiizumicafe@outlook.jp 

▽カフェでは、最初に、樋野興夫先生の「言葉の 

 処方箋」を紹介します。それから自由な対話を 

 して過ごします。どなたも参加できます。 

 【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎090-8494-6316 

 

【一般関係】 

 埼玉県南クリスマスの夕べ2022のご案内  

日時 12月13日(火) 午後7：00 (開場 6：30) 

会場 川口リリア4階音楽ホール 

音楽ゲスト 安武玄晃(やすたけ・もとあき) 

（サックス奏者) 

メッセンジャー 進藤龍也師 

▽入場無料。手話通訳あり。お子様をお連れでも 

大歓迎。 

【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036 

 

 第46回川越市民クリスマスのご案内 

  日時 12月10日(土) 午後3：00 (開演 2：00) 

    会場 川越やまぶき会館 

ゲスト 立教大学「東京クライストシンガーズ」 

クリスマスソングを男声四重奏で歌う  

説教 鈴木伸明牧師(聖公会川越教会司祭) 

入場料 1,000円(入場料の一部は川越社会福祉協

議会等に献金されます) 

 【問い合わせ】町田さとみ(初雁) ☎049-224-7594 

報 告 

【各集会参加者数】 

・教会音楽講習会 (10／1)  33名・15教会 

・ＣＳせいと大会 (10／10)   73名・13教会 

 

 
報告：第42回教団総会 

お知らせ・お願い 
9月27日(火)から29日(木)、第42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。コ

ロナの為、2 年間延長され、対面で 4 年ぶりの開催と

なった。 

今総会の主題は「礼拝から愛のわざへ － 試練の中

での日本伝道の推進 －」である。開会礼拝は,平野克

己牧師(代田)が「罪人の集い・あわれみ主」と題して

説教をされた。 

今回は、コロナ禍の総会開催ということで、感染症

対策として推薦議員と准議員のための第2会場が設置

されモニター画面で映し出された。また、部落解放セ

ンターによる解放劇が実施されなかった。 

【議長選挙】 

雲然俊美(奥羽教区・秋田桜)が当選された。 

【副議長選挙】 

藤盛勇紀(東京教区・富士見町)が当選された。 

【書記】 

黒田若雄(四国教区・高知)が議長副議長より推薦され

選任された。 

【常議員選挙】 

(教職)  

武田真治(関東) 田口博之(中部) 岡村恒(西東京) 

篠浦千史(四国) 高橋潤(東京) 藤掛順一(神奈川)  

大友英樹(東京) 東野尚志(関東) 服部修(東中国)  

田中かおる(関東) 勇文人(中部) 宮本義弘(東海)  

菅原力(大阪) 久世そらち(北海) 

(信徒)  

河田直子(東中国) 望月克仁(神奈川) 高橋嘉男(東北) 

守安久美子(東京) 八嶋由里子(東海) 佐久間文雄(関東) 

豊川昭夫(関東)  遠矢良男(東京) 稲松義人(東海)  

奥山盾夫(東京) 衛藤慧志(中部) 宮本修(大阪) 

中嶌暁彦(西東京)  

【法定議案以外で可決された議案】 

・教団機構改定の目的と課題を確認する件 

・年金局規定変更および「謝恩金規定」廃止に関する件 

【地区関係】 

 最寄り１区教師会のご案内 

日時 11月21日(月) 午後1：30～ 

会場 七里教会 

礼拝 佐々木佐余子牧師(七里) 

追悼の時（久保島泰牧師を偲び）、 

議事内容 近況報告と懇談 

会費 200円 

申し込み先 稲益久仁子(埼大通り) 

 saidaidori_church@yahoo.co.jp 

※開催日が10月17日から11月21日に変更にな 

りました。 

【問い合わせ】長橋和彦（日野原記念上尾栄光）  

☎048-722-3471 

【各個教会関係】 

 上尾使徒教会「映画観賞会」のご案内 

日時 11月13日(日) 午前10：30～午後0：30 

     (礼拝は午前9：00から) 

会場 上尾使徒教会 

映画 「死線を越えて － 賀川豊彦物語」 

参加費 無料 

申込 不要 

▽賀川豊彦の伝道の第一歩からの生涯の物語りで 

す。私たち教会員の学びとして又、伝道の一貫 

として行います。 

【問い合わせ】武井アイ子(上尾使徒) ☎048-774-1613 

 

≪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。 

締切は毎月20日、ホームページにも掲載します。 

(ホームページへの掲載には締切はありません) 

◎ＦＡＸ：048-979-1057 

◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 
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