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メリー・クリスマス
「10 御使いは彼らに言った。
「恐れることはありません。今、私はこの
民全体のためのすばらしい喜びを知らせに来たのです。11 きょうダビ
デの町（ベツレヘム）で、あなたがたのために、救い主がお生まれに
なりました。この方こそ主キリストです。12 あなたがたは、布にくる
まって飼葉おけに寝ておられるみどりごを見つけます。これが、あな
たがたのためのしるしです。
」(ルカ 2:10-12）

1.

のために救い主がお生まれになった。

「
「キリスト・イエスは、罪人を救うためにこの世にきて下さった」と
いう言葉は、確実で、そのまま受けいれるに足るものである。わたし
は、その罪人のかしらなのである。
」(テモテヘの第一の手紙 1:15)
「1 神の福音のために選び分けられ、使徒として召されたキリスト・
イエスのしもべパウロ。2──この福音は、神がその預言者たちを通し
て、聖書において前から約束されたもので、3 御子に関することです。
御子は、肉によれば、ダビデの子孫として生まれ、4 聖い御霊によれば、
死者の中からの復活により、大能によって公に神の御子として示され
た方、私たちの主イエス・キリストです。
」（ローマ 1:1-4）

2.私たちは罪から

。

「15 ですから、私としては、ローマにいるあなたがたにも、ぜひ福音
を伝えたいのです。16 私は福音を恥とは思いません。福音は、ユダヤ
人をはじめギリシヤ人にも、信じるすべての人にとって、救いを得さ
せる神の力です。17 なぜなら、福音のうちには神の義が啓示されてい
て、その義は、信仰に始まり信仰に進ませるからです。
「義人は信仰に
よって生きる」と書いてあるとおりです。18 というのは、不義をもっ
て真理をはばんでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して、神の怒
りが天から啓示されているからです。
」（ローマ 1:15-18)

3.私たちは
なる、
のない者とされた。

のない、

ところ

「あなたがたも、かつては悪い行いをして神から離れ、心の中で神に
敵対していた。 しかし今では、御子はその肉のからだにより、その死
をとおして、あなたがたを神と和解させ、あなたがたを聖なる、傷の
ない、責められるところのない者として、みまえに立たせて下さった
のである。
」(コロサイ人への手紙 1:21-22)
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Merry Christmas!
“And so the angel said to them, “Do not be afraid; for behold, I bring
you good news of great joy which will be for all the people; 11 for today
in the city of David there has been born for you a Savior, who is
Christ the Lord. 12 And this will be a sign for you: you will find a baby
wrapped in cloths and lying in a manger.”
（Luke 2:10-12 NRSV）

1. A Savior has been born for

.

“It is a trustworthy statement, deserving full acceptance, that Christ
Jesus came into the world to save sinners, among whom I am
foremost.”(1 Timothy 1:15 NRSV)
“Paul, a bond-servant of Christ Jesus, called as an apostle, set apart
for the gospel of God, 2 which He promised beforehand through His
prophets in the holy Scriptures, 3 concerning His Son, who was born of
a descendant of David according to the flesh, and was declared to be
Son of God with power according to the spirit of holiness by resurrection
from the dead, Jesus Christ our Lord,(Romans 1:4 NRSV）

2.We are

from our sins.

“15 So, for my part, I am eager to preach the gospel to you also who
are in Rome.16 For I am not ashamed of the gospel, for it is the power
of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also
to the Greek. 17 For in it the righteousness of God is revealed from faith
to faith; as it is written: “ But the righteous one will live by faith.” 18
For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness
and unrighteousness of people who suppress the truth in
unrighteousness,”（Romans 1:15-18 NRSV)

3.We will be presented
before God.

,

and

“21 And you who were once estranged and hostile in mind, doing evil
deeds, 22 he has now reconciled in his fleshly body through death, so as
to present you holy and blameless and irreproachable before him. ”
(Colossians 1:21-22 NRSV)
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