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永遠のいのちという贈り物
「ですから、あなたがたがこれらのことをすでに知り、与えられた真理に堅く立っ
ているとはいえ、私はあなたがたに、それをいつも思い起こさせるつもりです。
13
それを思い起こさせて、あなたがたを奮い立たせることを、私は地上の幕屋に
いるかぎり、なすべきだと思っています。14 私たちの主イエス・キリストが示してく
ださったように、私はこの幕屋を間もなく脱ぎ捨てることを知っています。15 ですか
ら、ぜひとも、私が去った後いつでも、あなたがたがこれらのことを思い起こせる
ようにしておきたいのです。16 私たちはあなたがたに、私たちの主イエス・キリスト
の力と来臨を知らせましたが、それは、巧みな作り話によったのではありません。
私たちは、キリストの威光の目撃者として伝えたのです。」
(2 ペテロ 1:12～16 新改訳 2017)

改めて思い出したい３つのこと：
1. 神様は私たちに

をくださった。

「神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を
信じる者が、一人として滅びることなく、永遠のいのちを持つためである。」
(ヨハネ 3:16 新改訳 2017)

2. 神様がひとり子を遣わされたのは

ためではない。

「神が御子を世に遣わされたのは、世をさばくためではなく、御子によって世が救
われるためである。18 御子を信じる者はさばかれない。信じない者はすでにさば
かれている。神のひとり子の名を信じなかったからである。」
(ヨハネ 3:17～18 新改訳 2017)

3.

は暗闇の世の中で私たちを照らす光である。

「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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THE GIFT OF ETERNAL LIFE
“So, I will always remind you of these things, even though you know them
and are firmly established in the truth you now have. 13 I think it is right to
refresh your memory as long as I live in the tent of this body, 14 because I
know that I will soon put it aside, as our Lord Jesus Christ has made clear to
me. 15 And I will make every effort to see that after my departure you will
always be able to remember these things.16 For we did not follow cleverly
devised stories when we told you about the coming of our Lord Jesus Christ
in power, but we were eyewitnesses of his majesty.” (2Peter 1:12-16 NIV)

THREE THINGS TO REFRESH OUR MEMORIES OF:
1. GOD GAVE US
“For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever
believes in him shall not perish but have eternal life.” (John 3:16 NIV)

2. GOD DID NOT SEND JESUS TO
“For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to
save the world through him. 18 Whoever believes in him is not condemned,
but whoever does not believe stands condemned already because they have
not believed in the name of God’s one and only Son.” (John 3:17—18 NIV)

3.

IS OUR LIGHT IN THE DARKENED WORLD

“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 NIV)

