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神様の好意という贈り物
「どうか、希望の神が、信仰によるすべての喜びと平安であなたがたを満たし、
聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますように。」
(ローマ 15:13 新改訳 2017)

1. 神様の好意とは、

が私たちと共にあることである。

「さて、その六か月目に、御使いガブリエルが神から遣わされて、ガリラヤのナザレという町の
一人の処女のところに来た。27 この処女は、ダビデの家系のヨセフという人のいいなずけで、名
をマリアといった。28 御使いは入って来ると、マリアに言った。『おめでとう、恵まれた方。主があ
なたとともにおられます。』29 しかし、マリアはこのことばにひどく戸惑って、これはいったい何の
あいさつかと考え込んだ。30 すると、御使いは彼女に言った。『恐れることはありません、マリア。
(ルカ 1:26～30 新改訳 2017)

あなたは神から恵みを受けたのです。』」

2. 神様の好意とは、

することである。

「『見なさい。あなたは身ごもって、男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。32 その子
は大いなる者となり、いと高き方の子と呼ばれます。また神である主は、彼にその父ダビデの
王位をお与えになります。33 彼はとこしえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありませ
ん。』34 マリアは御使いに言った。『どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知
りませんのに。』35 御使いは彼女に答えた。『聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があな
たをおおいます。それゆえ、生まれる子は聖なる者、神の子と呼ばれます。』」
(ルカ 1:31～35 新改訳 2017)

3. 神様の好意とは、神様が

ことを

ことである。

「『見なさい。あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不
妊と言われていた人なのに、今はもう六か月です。37 神にとって不可能なことは何もありませ
ん。』38 マリアは言った。『ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞ、あなたのおことばどお
り、この身になりますように。』 すると、御使いは彼女から去って行った。」
(ルカ 1:36～38 新改訳 2017)
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THE GIFT OF GOD’S FAVOR
“May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may
overflow with hope by the power of the Holy Spirit.” (Romans 15:13 NIV)

1.

GOD’S FAVOR IS

WITH US

“In the sixth month of Elizabeth’s pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a
town in Galilee, 27 to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a
descendant of David. The virgin’s name was Mary. 28 The angel went to her and said,
‘Greetings, you who are highly favored! The Lord is with you.’ 29 Mary was greatly
troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. 30 But the angel
said to her, ‘Do not be afraid, Mary; you have found favor with God.’” (Luke 1:26—30 NIV)

2. GOD’S FAVOR MAKES
“You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. 32 He will be
great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of
his father David, 33 and he will reign over Jacob’s descendants forever; his kingdom will
never end.” 34 ‘How will this be,’ Mary asked the angel, ‘since I am a virgin?’ 35 The angel
answered, ‘The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will
overshadow you. So the holy one to be born will be called the Son of God.’” (Luke
1:31—35NIV)

3. GOD’S FAVOR WILL

WHAT HE

“Even Elizabeth your relative is going to have a child in her old age, and she who was said
to be unable to conceive is in her sixth month. 37 For no word from God will ever fail. 38
‘I am the Lord’s servant,’ Mary answered. ‘May your word to me be fulfilled.’ Then the
angel left her.” (Luke 1:36—38 NIV)

