




Am I prepared to see Jesus?
イエス様に会う備えが出来ているだろうか？



THE

PREPARATIONS

FOR CHRISTMAS
クリスマスのため

の備え
Luke・ルカ書 1:26-38



26Now in the sixth month the angel Gabriel

was sent from God to a city in Galilee called

Nazareth,
26六か月目に、御使ガブリエルが、神からつかわさ
れて、ナザレというガリラヤの町の一処女のもと
にきた。

(Luke・ルカ書 1:26)



Before every key event in Scripture, there is God’s

visitation, and usually it is through an angel.
聖書のすべての重要なイベントの前に、神様の訪れがあ
り、通常は天使を通してです。

• Abraham・アブラハム – Genesis・創世記 18

• Moses・モーセ – Exodus・出エジプト記 3

• Daniel・ダニエル – Daniel・ダニエル書 9

• Zachariah・ザカリヤ – Luke・ルカ書 1:5-20

• Joseph・ヨセフ – Matthew・マタイ書 1:18-25



26Now in the sixth month the angel Gabriel was

sent from God to a city in Galilee called

Nazareth, 27to a virgin engaged to a man whose

name was Joseph, of the descendants of David;

and the virgin’s name was Mary.
26六か月目に、御使ガブリエルが、神からつかわされて、
ナザレというガリラヤの町の一処女のもとにきた。27こ
の処女はダビデ家の出であるヨセフという人のいいなづ
けになっていて、名をマリヤといった。

(Luke・ルカ書 1:26,27)



Consider Mary. Why Mary? She was a

virgin. She was a descendant of David.
マリヤを考えて見ましょう。なぜマリヤなの
か？彼女は処女でした。彼女はダビデの子孫で
した。



28And coming in, he said to her, “Greetings,

favored one! The Lord is with you.” 29But she

was very perplexed at this statement, and kept

pondering what kind of salutation this was.
28御使がマリヤのところにきて言った、「恵まれた女よ、
おめでとう、主があなたと共におられます」。29この言
葉にマリヤはひどく胸騒ぎがして、このあいさつはなん
の事であろうかと、思いめぐらしていた。

(Luke・ルカ書 1:28,29)



30The angel said to her, “Do not be afraid, Mary;

for you have found favor with God. 31And

behold, you will conceive in your womb and

bear a son, and you shall name Him Jesus.
30すると御使が言った、「恐れるな、マリヤよ、あなた
は神から恵みをいただいているのです。31見よ、あなた
はみごもって男の子を産むでしょう。その子をイエスと
名づけなさい。

(Luke・ルカ書 1:30,31)



32He will be great and will be called the Son of

the Most High; and the Lord God will give Him

the throne of His father David; 33and He will

reign over the house of Jacob forever, and His

kingdom will have no end.”
32彼は大いなる者となり、いと高き者の子と、となえら
れるでしょう。そして、主なる神は彼に父ダビデの王座
をお与えになり、33彼はとこしえにヤコブの家を支配し、
その支配は限りなく続くでしょう」。

(Luke・ルカ書 1:32,33)



Mary was chosen by God to be the

mother of the Christ Child.
マリヤは、御子キリストの母親になるように神
様に選ばれたのです。



34Mary said to the angel, “How can this be, since I am

a virgin?” 35The angel answered and said to her, “The

Holy Spirit will come upon you, and the power of the

Most High will overshadow you; and for that reason

the holy Child shall be called the Son of God.”
34そこでマリヤは御使に言った、「どうして、そんな事があ
り得ましょうか。わたしにはまだ夫がありませんのに」。35

御使が答えて言った、「聖霊があなたに臨み、いと高き者の
力があなたをおおうでしょう。それゆえに、生れ出る子は聖
なるものであり、神の子と、となえられるでしょう。」

(Luke・ルカ書 1:34,35)



The work of the miraculous conception

was made possible by the

overshadowing of the Holy Spirit.

奇跡的な受胎の働きは、聖霊の覆いによって可
能だったのです。



36“And behold, even your relative Elizabeth has

also conceived a son in her old age; and she who

was called barren is now in her sixth month. 37For

nothing will be impossible with God.”
36「あなたの親族エリサベツも老年ながら子を宿していま
す。不妊の女といわれていたのに、はや六か月になって
います。37神には、なんでもできないことはありません」。

(Luke・ルカ書 1:36,37)



Why at that time? Or better yet, how do

we know it was the right time?
なぜその時だったのでしょうか？それが適切な
時だったことをどうやって解るのでしょうか？



26Now in the sixth month the angel Gabriel was

sent from God to a city in Galilee called Nazareth,
26六か月目に、御使ガブリエルが、神からつかわされて、
ナザレというガリラヤの町の一処女のもとにきた。

36“And behold, even your relative Elizabeth has

also conceived a son in her old age; and she who

was called barren is now in her sixth month.”
36「あなたの親族エリサベツも老年ながら子を宿していま
す。不妊の女といわれていたのに、はや六か月になって
います。」。

(Luke・ルカ書 1:26,36)



The key is in the coming of the forerunner to

the Messiah, fulfilled through the birth of John

the Baptist, which preceded the birth of Jesus.
鍵は、イエス様の誕生に先立つバプテスマのヨハネの
誕生を通して成就した、メシアの先駆者の到来です。



13But the angel said to him, “Do not be afraid,

Zacharias, for your petition has been heard, and

your wife Elizabeth will bear you a son, and you

will give him the name John. . . . 17It is he who

will go as a forerunner before Him in the spirit

and power of Elijah, to turn the hearts of the

fathers back to the children, and the

disobedient to the attitude of the righteous, so

as to make ready a people prepared for the

Lord.”

(Luke・ルカ書 1:13,17)



13そこで御使が彼に言った、「恐れるな、ザカリヤよ、
あなたの祈が聞きいれられたのだ。あなたの妻エリサベ
ツは男の子を産むであろう。その子をヨハネと名づけな
さい。. . . 17彼はエリヤの霊と力とをもって、みまえに先
立って行き、父の心を子に向けさせ、逆らう者に義人の
思いを持たせて、整えられた民を主に備えるであろう」。

(Luke・ルカ書 1:13,17)



The event we celebrate as

“Christmas”, took place over 2000

years ago. It is the celebration of

the birth of the most significant

person in history: Jesus is the

promised Christ, the Son of God!
「クリスマス」として祝うイベントは、
2000年以上前にあった出来事です。そ
れは、歴史上最も重要な人物である約
束のキリストであり、神の子である、
イエス様の誕生のお祝いです。



What is your response to His coming?

We can learn from Mary’s response.
キリストの到来へのあなたの応答は何です
か？マリヤの応答から学ぶことができます。



38And Mary said, “Behold, the bondslave of the

Lord; may it be done to me according to your

word.” And the angel departed from her.
38そこでマリヤが言った、「わたしは主のはしためです。
お言葉どおりこの身に成りますように」。そして御使は
彼女から離れて行った。

(Luke・ルカ書 1:38)



She humbly trusted in God, and

submitted herself to Him.
彼女は謙遜に神様を信頼し、服従しました。



Are you prepared to see Jesus?
イエス様に会う備えが出来てますか？



6There came a man sent from God, whose name

was John. 7He came as a witness, to testify

about the Light, so that all might believe

through him. 8He was not the Light, but he came

to testify about the Light.
6ここにひとりの人があって、神からつかわされていた。
その名をヨハネと言った。7この人はあかしのためにきた。
光についてあかしをし、彼によってすべての人が信じる
ためである。8彼は光ではなく、ただ、光についてあかし
をするためにきたのである。

(John・ヨハネ書 1:6-8)



9There was the true Light which, coming into

the world, enlightens every man. 10He was in the

world, and the world was made through Him,

and the world did not know Him. 11He came to

His own, and those who were His own did not

receive Him.
9すべての人を照すまことの光があって、世にきた。10彼
は世にいた。そして、世は彼によってできたのであるが、
世は彼を知らずにいた。11彼は自分のところにきたのに、
自分の民は彼を受けいれなかった。

(John・ヨハネ書 1:9-11)



12But as many as received Him, to them He gave

the right to become children of God, even to

those who believe in His name, 13who were

born, not of blood nor of the will of the flesh nor

of the will of man, but of God.
12しかし、彼を受けいれた者、すなわち、その名を信じ
た人々には、彼は神の子となる力を与えたのである。13

それらの人は、血すじによらず、肉の欲によらず、また、
人の欲にもよらず、ただ神によって生れたのである。

(John・ヨハネ書 1:12,13)



Have you received Jesus? If

you have, you are a favored

one, just as Mary was, and you

are prepared to worship Christ

in this world, and in heaven.
イエス様を受け入れましたか？受け
入れたのなら、あなたはマリアのよ
うに恵まれた人であり、この世、ま
た天国でも、キリストを礼拝する用
意ができています。


