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光がやって来た！
「起きよ。輝け。まことに、あなたの光が来る。主の栄光があなたの上に
輝く。見よ、闇が地をおおっている。暗黒が諸国の民を。しかし、あなた
の上には主が輝き、主の栄光があなたの上に現れる。」
(イザヤ 60：1～2 新改訳 2017)

1.
「しかし、苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地
とナフタリの地は辱めを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向
こう、異邦の民のガリラヤは栄誉を受ける。2 闇の中を歩んでいた民は
大きな光を見る。死の陰の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。」
（イザヤ 9：1～2 新改訳 2017）
「ひとりのみどりごが私たちのために生まれる。ひとりの男の子が私た
ちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は「不思議な助言者、力あ
る神、永遠の父、平和の君」と呼ばれる。」
（イザヤ 9：6 新改訳 2017）
これは、預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった 。
15「ゼブルンの地とナフタリの地、海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異
邦人のガリラヤ。16 闇の中に住んでいた民は大きな光を見る。死の陰の
地に住んでいた者たちの上に光が昇る。」
17 この時からイエスは宣教を
開始し、「悔い改めなさい。天の御国が近づいたから」と言われた。
（マタイ 4：14～17 新改訳 2017）
「そのさばきとは、光が世に来ているのに、自分の行いが悪いために、
人々が光よりも闇を愛したことである。20 悪を行う者はみな、光を憎み、
その行いが明るみに出されることを恐れて、光の方に来ない。
21 しかし、
真理を行う者は、その行いが神にあってなされたことが明らかになる
ように、光の方に来る。」（ヨハネ 3：19～21 新改訳 2017）
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イエスは再び人々に語られた。「わたしは世の光です。わたしに従う者
は、決して闇の中を歩むことがなく、いのちの光を持ちます。」
（ヨハネ 8：12 新改訳 2017）
わたしが世にいる間は、わたしが世の光です。
（ヨハネ 9：5 新改訳 2017）
わたしは光として世に来ました。わたしを信じる者が、だれも闇の中に
とどまることのないようにするためです。
（ヨハネ 12:46 新改訳 2017）

New Hope Tokyo Message Note

12/20/2020

THE LIGHT HAS COME
“Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon
you. See, darkness covers the earth and thick darkness is over the peoples,
but the Lord rises upon you and his glory appears over you.”
(Isaiah 60:1—2 NIV)

1.
“Nevertheless, THERE WILL BE NO MORE GLOOM FOR THOSE IN
DISTRESS. In the past He humbled the land of Zebulun and the land of
Naphtali, but in the future, He will honor the Way to the Sea, beyond the
Jordan, Galilee of the Gentiles: 2 THE PEOPLE WALKING IN DARKNESS
have seen a great light; on those LIVING IN THE LAND OF THE
SHADOW OF DEATH, a light has dawned.”
(Isaiah 9:1—2 NIV)
“For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on
his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God,
Everlasting Father, Prince of Peace.” (Isaiah 9:6 NIV)
“…fulfill what was said through the prophet Isaiah: 15“Land of Zebulun and
land of Naphtali, the Way of the Sea, beyond the Jordan, Galilee of the
Gentiles—16the people living in darkness have seen a great light; on those
living in the land of the shadow of death a light has dawned.” 17From that
time on Jesus began to preach, “Repent, for the kingdom of heaven has come
near.”
(Matthew 4:14—17 NIV)
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“This is the verdict: Light has come into the world, but people loved darkness
instead of light because their deeds were evil. 20 Everyone who does evil
hates the light and will not come into the light for fear that their deeds will be
exposed. 21 But whoever lives by the truth comes into the light, so that it may
be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God.”
(John 3:19—21)
“Then Jesus again spoke to them, saying, “I am the Light of the world; he
who follows Me will not walk in the darkness, but will have the Light of life.”
(John 9:5)
“I have come as Light into the world, so that everyone who believes in Me
will not remain in darkness.” (John 12:46)
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