Japan Bible Academy Presents

ONLINE

完全オンライン
開催
オンラインでの生配信となります。
コロナ感染状況によっては
一部会場に集まることも
検討しています。

PR O C L A IM 2021

七つの教会への手紙
2021 年
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今回で第七回目を迎えるProclaim 2021では、一世
紀末、
小アジアに存在した7つの教会に向けて、教会
の創設者であり、主権者であられる主イエス・キリス
トが伝えたメッセージから、今を生きる私たちの教会に
ついて考えます。
これら手紙は、とても厳しくまた励ましに富んだもので
あり、その内容は主の教会としてのあり方を私たち
に問い正します。教会に関する様々な考えがある中
で、主が語られる言葉に耳を傾け、教会のあるべき
姿に立ち返るべく、
みことばを共に学びましょう。

無料

参加費：

Main Speakers

※申し込みをされた方はQ&Aやパネルディス
カッションへのアクセスができます。
これらの
セッションに参加を希望される方は必ずお申
込みください。なお、配信の詳細はホーム
ページにてご確認ください
ますようお願いいたします。

岡田 大輔 博士

松田 牧人牧師

日本聖書学院 学院長
めぐみバイブルチャーチ 長老

オアシスチャペル
利府キリスト教会 牧師

問合せ先

admin@proclaim.jp

ビリー・ペティート博士
秋田聖書バプテスト教会 牧師

申込みサイト

申込みサイト
Q R コード

http://www.proclaim.jp/

プロクレイム・カンファレンスとは 【 proclaim＝布告する、宣言する】
聖書の真理が大胆に説き明かされることによってキリストを愛する者たちが
真理によって励まされ、みことばに沿って生きることを促すためのカンファレンスです。

Time Schedule
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Thu

18 : 30 ‒
配信開始
19 : 00 ‒ 20:15 セッション1「教会の主からの手紙」岡田大輔牧師 聖書箇所：黙示録1章
20: 30 ‒ 21:15 パネルディスカッション❶ 『今、主が教会に手紙を書かれたら…』

08: 30 ‒
09: 00 ‒ 10:15
10: 30 ‒ 11: 45
13: 00 ‒ 14 : 00
Wed 14: 30 ‒ 15: 45
16: 00 ‒ 17:15

配信開始
セッション2「エペソの教会への手紙」松田牧人牧師 聖書箇所：黙示録 2:1‒7
セッション3「スミルナの教会への手紙」ビリー・ペティート牧師 聖書箇所:黙示録 2:8‒11
パネルディスカッション❷『今、主が教会に手紙を書かれたら…』
セッション4「ペルガモンの教会への手紙」岡田大輔牧師 聖書箇所:黙示録2:12‒17
セッション5「ティアティラの教会への手紙」松田牧人牧師 聖書箇所:黙示録2 :18‒29

08: 30 ‒
09: 00 ‒ 10:15
10: 30 ‒ 11: 30
13 : 00 ‒ 14 :15
14 : 30 ‒ 15 : 30
16 : 00 ‒ 17 :15

配信開始
セッション6「サルディスの教会への手紙」ビリー・ペティート牧師 聖書箇所: 黙示録 3 :1‒ 6
パネルディスカッション❸『今、教会がなすべきこととは…』
セッション7「フィラデルフィアの教会への手紙」松田牧人牧師 聖書箇所: 黙示録3:7‒13
Q&Aセッション
セッション8「ラオディキアの教会への手紙」岡田大輔牧師 聖書箇所: 黙示録 3:14‒22
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Proﬁle
岡田 大輔 博士
Dr. Daisuke Okada

カリフォルニア州にあるThe Master s
University/Seminaryにて聖書学学
士、神学修士を取得後、大阪府堺市
で牧会と神学訓練の働きに従事。
その
後、牧会学博士取得のため再渡米
（The Master s Seminaryにて講解説
教学で博士取得）
。2013年に現在学
院長を務める日本聖書学院を設立。
日本のクリスチャンの育成及び牧会
者養成の働きを協力教会と始める。
2019年4月より東京都心部にてめぐみ
バイブルチャーチを開拓。現在一都
三県から40名ほどの参加者と共に、
英語と日本語の礼拝を持っている。

Proclaim
2021
開催に際して

松田 牧人 牧師

ビリー・ペティート博士

1999年からオアシスチャペル利府
キリスト教会の牧師として主に仕える。
牧師就任時、
閉鎖寸前の瀕死の状態
にあった教会が再生し、現在は力強
い働きを行っている。
東日本大震災の
際には、森郷キャンプ場（現オアシス
センター）
の代表としてのべ15,000人
のボランティア受け入れに携わる傍ら、
支援団体オアシスライフ・ケアを創設
して「SHIZU革」プロジェクトなどを
通して地域に貢献する。森の中のカ
フェ
「生石庵」
（Oishi-An）
代表。教会
再活性化コンサルタント。共著書に
『痛みを担い合う教会』
（いのちのこ
とば社）
がある。

オハイオ州にあるCedarvilleUniversity
にて世界宣教学学士取得後、
ノースカロ
ライナ州にあるShepherds Theological
Serminaryで神学修士を取得。2011
年から長年無牧であった秋田聖書バ
プテスト教会の牧師に就任し、
喜びの
中で主の働きに従事している。2021年
秋にLiberty Universityから牧会学
博士号（牧会カウンセリング）
を取得
予定。宣教師の子どもとして1990年
に来日して以来、日本を愛し、主を愛
し、教会を愛するキリスト者として主
に仕え続けている。

P. Matsuda Makito

Dr. Billy Petite

これまで Proclaim カンファレンスは、参加者の皆様と共に集まって主のみことばに耳を傾ける時を持つことを願い開催されてきましたが、
残念ながら本年はコロナ禍にあって、共に集まっての開催の可能性が定かではないため、ストリーム形式でのオンライン生配信にて開催
いたします。
これにあたって、本年は参加費を無料とし、広く皆様に参加していただくことができるようにいたします。現在配信のための最良のプラッ
トフォームを検討中ですが、
メインセッションはどなたでも閲覧可能な形での配信を予定しています。
申し込みをされた方は Q&A や パネルディスカッションへのアクセスができます。
これらのセッションに参加を希望される方は必ずお申
込みください。
なお、カンファレンスの開催を維持するため献金によるサポートをお願いしています。
ご協力いただける方は、参加申し込みフォームの
「サポート」
項目で
「振込先情報を希望」
にチェックを入れてお申込ください。

