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クリスマスの力 
 

「あなたがたは心を騒がせてはなりません。神を信じ、またわたしを信じなさい。2わたしの父の家

には住む所がたくさんあります。そうでなかったら、あなたがたのために場所を用意しに行く、 
と言ったでしょうか。3わたしが行って、あなたがたに場所を用意したら、また来て、あなたがたを

わたしのもとに迎えます。わたしがいるところに、あなたがたもいるようにするためです。」  
                                                        (ヨハネ 14:1～3 新改訳) 
神様が常にともにいてくださるという３つの約束： 
 1.                                 による主の臨在の約束 

「もしわたしを愛しているなら、あなたがたはわたしの戒めを守るはずです。16そしてわたしが父に

お願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでも、あなたがたと

ともにいるようにしてくださいます。17この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ること

もないので、受け入れることができません。あなたがたは、この方を知っています。この方はあな

たがたとともにおられ、また、あなたがたのうちにおられるようになるのです。18わたしは、あなた

がたを捨てて孤児にはしません。あなたがたのところに戻って来ます。19あと少しで、世はもうわ

たしを見なくなります。しかし、あなたがたはわたしを見ます。わたしが生き、あなたがたも生きる

ことになるからです。20その日には、わたしが父のうちに、あなたがたがわたしのうちに、そしてわ

たしがあなたがたのうちにいることが、あなたがたに分かります。」 (ヨハネ 14:15～20 新改訳) 
 
2.                                 による主の臨在の約束 
「わたしの戒めを保ち、それを守る人は、わたしを愛している人です。わたしを愛している人はわ

たしの父に愛され、わたしもその人を愛し、わたし自身をその人に現します。」22イスカリオテでな

いほうのユダがイエスに言った。「主よ。私たちにはご自分を現そうとなさるのに、世にはそうなさ

らないのは、どうしてですか。」23イエスは彼に答えられた。「だれでもわたしを愛する人は、わたし

のことばを守ります。そうすれば、わたしの父はその人を愛し、わたしたちはその人のところに来

て、その人とともに住みます。24わたしを愛さない人は、わたしのことばを守りません。あなたがた

が聞いていることばは、わたしのものではなく、わたしを遣わされた父のものです。25これらのこと

を、わたしはあなたがたと一緒にいる間に話しました。26しかし、助け主、すなわち、父がわたしの

名によってお遣わしになる聖霊は、あなたがたにすべてのことを教え、わたしがあなたがたに話

したすべてのことを思い起こさせてくださいます。」 (ヨハネ 14:21～26 新改訳) 
                                             
3.                                 による主の臨在の約束 
「わたしはあなたがたに平安を残します。わたしの平安を与えます。わたしは、世が与えるのと同

じようには与えません。あなたがたは心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。」  
                                                           (ヨハネ 14:27 新改訳) 
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THE POWER OF CHRISTMAS  
 
“Let not your hearts be troubled. Believe in God; believe also in me. 2 In my 
Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that  
I go to prepare a place for you? 3And if I go and prepare a place for you, I will 

come again and will take you to myself, that where I am you may be also.” 
(John 14:1~3 NIV) 

 
 
THREE PROMISES THAT HE IS ALWAYS WITH US: 

 
1.The promise of His presence through                      
“If you love me, keep my commands. 16 And I will ask the Father, and he will 
give you another advocate to help you and be with you forever— 17 the Spirit of 
truth. The world cannot accept him, because it neither sees him nor knows him. 
But you know him, for he lives with you and will be in you. 18 I will not leave you 
as orphans; I will come to you. 19 Before long, the world will not see me 
anymore, but you will see me. Because I live, you also will live. 20 On that day 
you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you.”  
                                                (John 14:15~20 NIV) 
 
 
2.The promise of His presence through                       
 “Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The 
one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show 
myself to them.” 22 Then Judas (not Judas Iscariot) said, “But, Lord, why do 
you intend to show yourself to us and not to the world?” 23 Jesus replied, 
“Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we 
will come to them and make our home with them. 24 Anyone who does not love 
me will not obey my teaching. These words you hear are not my own; they 
belong to the Father who sent me. 25 “All this I have spoken while still with you. 
26 But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will 
teach you all things and will remind you of everything I have said to you.”  
                                                (John 14:21~26 NIV) 
 
3.The promise of His presence through                       
“Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world 
gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid.”   
                                                   (John 14:27 NIV) 
 


