
なぜイエスなのか？ 

 

天地創造万物の創造主は、人には見えない神です。 

見えない神が、見える姿になられたのが、イエス・キリストです。 

なぜ、人になられたのでしょう？ 

 

神は人を愛する対象としてお創りになりました。 

互いに心から愛し合うため、人に「自由意志」を与えられました。 

人は悪（蛇・サタン）に騙され、その自由意志を欲の為に選び、罪が入りました。 

そこからのち、人間は誰しも罪をもって生まれるのです。 

罪があるために、神との関係は断絶されています。 

良い行い、哲学、宗教といった人間的な努力では、この断絶を埋めることはできません。 

そのままでは、神から与えられている霊は迷い、死んだ状態です 

このままこの世を去るとどうなるのでしょうか？ 

 

私たちの最終目的地はこの世ではありません。 

天国か地獄、二者択一、間はありません。 

 

神と人間の隔たりを埋めるのが贖罪＝罪の贖いです。 

そのために、イエスは来られました。人を救うため、人となられた神。 

見えない神と人との仲介者＝見える神イエスです。 

“イエスは自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に負われました。 

それは、私たちが罪を離れ、義のために（神との正しい関係に）生きるためです。” 

（第一ペテロの手紙２章２４節） 

 

“血を流すことがなければ、罪の赦しはありません。”（へブル人への手紙９章２２節） 

人でないと血は流せません。だから、神は人になられたのです。 

イエスは、あなたのために、私のために、身代わりになられました。 

“私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、 

宥めのささげ物として御子（イエス）を遣わされました。ここに愛があるのです。” 

（第一ヨハネの手紙４章１０節） 

 

イエスは十字架にかけられた後、葬られ、三日目によみがえられました。 

罪の贖いの完成です。 

よみがえったイエスを５００人以上が目撃し、４０日に渡り弟子たちと過ごした後、約束を残し

て、天に昇って行かれました。歴史上、“死”を打ち破ったのは、イエスだけです。 

その事実証言が新約聖書です。イエスが死から復活したのを見た弟子たちは、それぞれ全員命を

かけて伝道し、福音/ゴスペルが世界に広がりました。 



 

愛と義なるご性質の神は、イエスを通して、私たちを見てくださるのです。 

イエスが既に全てを成し遂げられました。イエスがあなたを清めて下さいます。 

どうかあなたのままで来てください。 

イエスは外国の神ではありません。創造主なる唯一の神です。 

人が造った物を崇めるのではなく、あなたを創った方に心を向けてください。 

 

“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（イエス）を信じる

者が一人として滅びることがなく、永遠のいのちを持つためである。” 

（ヨハネの福音書３章１６節） 

永遠のいのちとは、天国に入れる贈り物です。神はあなたを愛し、待っておられます。 

 

その贈り物を受け取るには、どうすれば良いのでしょうか？ 

 

 

こどもにも分かる 救いの ABC 

イエス・キリストの救いの良い知らせ、福音で締めくくりたいと思います。子供にでも分かる救

いの説明です。特にオンラインでご覧の方に。今日私がシェアした物が、あなたの注意を引いた

のを本当に願っています。偶然ではありません。 

あなたもお分かりだと思いますが、この動画をご覧になったのは偶然ではありません。 

神が、あなたをここへ導かれたのは、今日が"救いの日"だからです。"救われる"という意味と、

"どうやって救われるか"を説明したいと思います。 

 

"福音"とは、良い知らせという意味です。イエス（神が人となられた）が地上に来られ、十字架

にかけられて死なれ、葬られ、3 日目によみがえられ、そして、彼はいつか戻って来られます。

それが、福音/ゴスペルという言葉の意味なのです。福音＝良い知らせ。 

「あなたの負債は支払われた。あなたの死の報酬は、 イエス・キリストがあなたのために、あ

なたの身代わりになって、支払われました。ですから、あなたは自由に行って良いのです。」 

「（神の）子があなたがたを自由にするなら、あなたがたは本当に自由になるのです。」 

（ヨハネの福音書 8 章 36 節） 

それが、福音（ゴスペル）です。 

 

では、どのようにあなたは応答しますか？ 

それが、「救いの ABC」の出番です。大変シンプルで、子供にでも分かるシンプルさです。 

 

Ａ：自分が神に背いた罪びとであるのを、また自分には救い主が必要であると Admit/認める ま

たは、Acknowledge/認識する。「ローマ人への手紙 3章 10節」にはこう書かれています。 



「正しい者はいない。一人もいない。」 

「ローマ人への手紙 3章 23節」がその理由を教えています。 

「人は皆（誰しもが）、罪を犯して神の栄光を受けられなくなっている。」 

私たちの誰しもが、神の完全な義の基準には満たない（隔たりがある）のです。私たちの誰しも

が、神の義の教えを破ってきている（罪びと）なのです。 

「ローマ人への手紙 6章 23節」、評決についてを説明しています。裁きの段階に入ります。私た

ちは、有罪答弁に入り、告訴通り有罪判決を言い渡されます。宇宙の裁判官が、死刑判決を言い

渡します。死刑宣告です。 

「罪の報酬は死です。」（ローマ人への手紙 6:23a） 

それは悪い知らせです。しかし、ここに良い知らせがあるのです。 

一人の男性が、宇宙の法廷に入ってきて裁判官にこう仰います。「お待ちください。」「私が、彼

の/彼女の代わりに死にます。」すると裁判官があなたを見てこう言うのです。「良い知らせです。

あなたの負債は支払われました。あなたは自由に行ってよろしい。」 

そしてその方は、あなたの代わりに、あなたの死を受けられます。その方は、私たちのために、

私たちの代わりに、その代価を支払い、 私たちを買い戻してくださるのです。そして、贈り物

として差し出して下さいます。それって贈り物ですよね？誰かが購入して、プレゼントとしてく

れるのですから。あなたがそれを買うなら、支払うなら、贈り物ではなく購入した物になります。

他の誰かが支払ってくれたから、それは贈り物であり、プレゼントしてくだされるのです。 

それが、イエスがしてくださったことです。彼は、私たちの罪の代価を全額支払ってくださいま

した。そして彼は、神からの贈り物である、キリスト・イエスにある "永遠のいのち" という贈

り物を差し出して下さっています。それが良い知らせです。 

 

Ｂ：あなたの心で、イエス・キリストが主であると神がイエスを死からよみがえらせたことを、

Believe/信じる。 

「ローマ人への手紙 10章 9-10節」、 

「心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。」 

（ローマ 10:9） 

 

そして最後に Cです。 

Ｃ：主の御名を Call/呼び求める、Confess/告白する。 

「ローマ人への手紙 10章 9-10節」、 

「口でイエスは主であると公に言い表わし（confess）、心で神がイエスを死者の中から復活させ

られたと信じるなら、あなたは救われるからです。」（ローマ 10:9） 

「実に、人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。」 

（ローマ人への手紙 10章 10 節） 

最後に、「ローマ人への手紙 10章 13 節」です。 

『主の名を呼び求める者は誰でも救われる。』（ローマ 10：13） 

それほどシンプルなのです。 



 

ご起立ください。祈りましょう。主よ、ありがとうございます。 

主よ、聖書預言に感謝します。それが起こる前に、何が起こるのかを、私たちに詳細に教えてく

ださっているので、起こっている事を目にし始めると、信者は顔を上げて、贖いが近づいている

のを知ります。そして未信者は、あなたに信頼を置くでしょう。 

主よ、今日この礼拝に来られている方々、またオンラインでご覧の方々で、あなたを呼び求めた

ことがない全ての方々が、口で告白し、心で信じ、自分の罪を認め、罪の赦しのために、あなた

に信頼を置くことを祈ります。彼らがもう先延ばしにしませんように。彼らが、"永遠のいのち"

という、人生で最も大切な決断を遅らせないよう祈ります。 

主よ、今日が彼らの"救いの日"であるのを祈ります。イエスの御名によって祈ります。アーメン。 

 

 

この動画の BGM「いつくしみ深き」4 番目の歌詞をご存じですか？ 

実はほとんど歌われることはありません。JD牧師が教えてくださいました。 

 

神聖なる救い主、あなたの御約束  

我らの重荷を全て背負い  

主よ、我らはひたむきに祈り   

全てあなたに届けられますように  

まもなく、曇りなき輝かしい栄光のうちに  

祈りの必要はなくなり  

携挙、賛美、永遠の礼拝が、 

私たちの甘美な運命（定め）となる 

 

“そして、人間には、一度死ぬことと死後にさばきを受けることが定まっているように、 

キリストも、多くの人の罪を負うために一度ご自分を献げ、二度目には、罪を負うためでなく、

ご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいます。” 

（へブル人への手紙 9章 27，28 節） 

 

約束通り、イエスは間もなく来られます。 

世の患難から、彼を信じる者を救い出すために。 

（第一テサロニケ 4 章 16 節～17節参照） 
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WHY Jesus? 

 

The Creator of all things is God, who is invisible to men. 

The invisible God became visible in the form of Jesus Christ. 

Why did God become a man? 

 

God created man in His own image to have fellowship with him. God gave us free will as it lets us 

love Him with our whole heart -because we want to. 

Man was deceived by Satan in the garden, and sin entered into the human race. From then on, we 

are all born with sin in us. Sin cuts off our relationship with God. Human efforts of good deeds, 

philosophy, and religion, etc., cannot bridge this gap.  

This means that we are all sinners, and God's Spirit is not in us. What will happen to us if we die 

and are still in sin? 

 

Our final destination is not this world. After death, we enter either Heaven or Hell. There is no 

other place to choose. 

 

It is the atonement that bridges the gap between God and man. Jesus(fully God; fully man) is the 

mediator between the invisible God and man. 

"Who Himself bore our sins in His own body on the tree, that we, having died to sins, 

might live for righteousness - by whose stripes you were healed." (1 Peter 2:24) 

 

"And according to the law almost all things are purified with blood, and without shedding, there is 

no remission." (Hebrews9:22)  

Jesus (eternal God/man) shed His blood on the cross, becoming the "final" sacrifice setting us free 

from the sin debt. 

Jesus became a substitute for you, for me. 

"In this is love, not that we loved God, but that He loved us, and sent His Son as a propitiation for 

our sins." (1 John 4:10) 

 

Jesus came, He was crucified, He was buried, and He rose again on the third day. The completion 

of the atonement for sins. 

Many people witnessed the risen Jesus. He spent 40 days with His disciples. He then ascended into 

heaven, promising to return again. In all of history, only Jesus has defeated death. 

 

This factual testimony is called the New Testament. The disciples, who saw Jesus resurrected from 

the dead, risked their lives to evangelize, which resulted in the gospel being spread to the world. 

 



In His righteous and just nature, God sees us through the finished work of Jesus on the cross. 

It is through Jesus alone that we are made clean from sin. 

Please come to Him - just as you are. 

 

Jesus is not a god for foreigners. There is only one true and living God - your Creator. 

Instead of worshiping man-made things, turn your heart to the One who created you. 

 

"For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him 

should not perish, but have everlasting life." (John 3:16) 

Eternal life is a gift that allows us to enter into heaven. God loves you, and He is waiting for you. 

How does one receive this gift of life? 

 

 

Childlike Simple ABCs Of Salvation 

 

I want to end with the Gospel, the good news of salvation in Jesus Christ, and a child-like 

explanation of salvation, especially for the benefit of anybody that might be watching online. 

And what I've shared today has really, hopefully, has gotten your attention, and that's no accident. 

I think you know this. It's no accident that you're watching this video. God led you here because 

today is the day of salvation. I want to explain what it means to be saved and how to be saved. 

The Gospel or the good news is that Jesus was crucified, He was buried, and He rose again on the 

third day, and He's coming back again one day. That's what the word gospel means - good news. 

Your debt has been paid. The death penalty has been paid by Jesus Christ, who died for you instead 

of you. You're free to go and whom the Son has set free is free indeed. That's the Gospel. 

 

Now how do you respond? 

Well, that's where the ABCs come in, very simple, very child-like, simple. 

The A is for: Admit or acknowledge that you've sinned. That you're a sinner and that you need the 

Savior. Romans 3:10 says, 

"There is no one righteous, not even one." 

And Romans 3:23 tells us why. It's because all have sinned and fall short of the glory of God. We've 

all fallen short of the perfect standard of God's righteousness. We've all transgressed the law. 

And Romans 6:23 pronounces the sentence. We enter the sentencing phase. We enter a guilty plea, 

guilty as charged, and the Judge of the Universe sentences you to death. It's the death penalty, 

"The wages of sin is death." 

That's the bad news. But then here's the good news. In walks a man into that courtroom 

of the universe and says to that Judge, “Wait! I will go to my death in his stead, in her stead”, and 

the Judge looks at you, turns to you, and says: “Good news: Your debt has been paid. You're free 



to go.” And then He goes to your death in your stead. Then He purchases for us, instead of us, the 

price, and then He offers it as a gift. That's what a gift is, right? Somebody purchased it, and then 

they give it to you as a gift. If you buy it or pay for it, it's not a gift. It's a purchase. If it's a gift, 

somebody else paid for it, and they give it to you. 

Well, that's what Jesus did. He paid in full for all of our sins, and He offers us this gift of God, 

which is eternal life in Christ Jesus, our Lord. And that's the good news. 

 

The B is for: Believe in your heart that Jesus Christ is Lord. Romans 10:9-10 says, 

"If you believe in your heart that God raised Jesus from the dead, you will be saved." 

 

Then the C, lastly, is for: Call upon the name of the Lord. Or as Romans 10:9-10 also says, confess 

with your mouth. 

"If you confess with your mouth, 'Jesus is Lord, ' and believe in your heart that God raised Him 

from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it 

is with your mouth that you confess and are saved." 

 

Then lastly, Romans 10:13, 

"All who call upon the name of the Lord will be saved." 

That simple. 

 

Why don't you stand, and we'll pray? Thank you, Lord. 

Lord, thank you for Bible prophecy. For telling us in some places with great detail what's going to 

happen before it happens so that when we start seeing it happen, believers will look up and lift up 

their heads knowing their redemption draws nigh, and those who don't believe will put their trust 

in you. 

Lord, I pray for anyone, who might even be here in this church service or watching online, that has 

never called upon you: confessing with their mouth, believing in their heart, acknowledging their 

sin, putting their trust in you for the forgiveness of sin, that they would not put it off any longer. 

That they would not delay the most important decision of their life - for eternal life. 

Lord, I pray that today will be the day of their salvation. In Jesus' name. Amen. 

 

 

 

 

The BGM is "What a friend we have in Jesus."  

A classic hymn not sung much anymore, but through Pastor JD's sharing, it has taken on a more 

profound meaning, especially the 4th verse. 

 



Blessed Savior, Thou hast promised 

Thou wilt all our burdens bear; 

May we ever, Lord, be bringing 

All to Thee in earnest prayer. 

Soon in glory bright, unclouded, 

There will be no need for prayer 

Rapture, praise, and endless worship 

Will be our sweet portion there. 

 

"And as it is appointed for men to die once, but after this the judgment, so Christ was offered once 

and for all to bear the sins of many. To those who eagerly wait for Him, He will appear a second 

time, apart from sin, for salvation." (Hebrews 9:27-28) 

 

As promised in 1 Thessalonians 4:16-17, Jesus is coming soon to deliver those who believe in Him 

from the tribulation coming upon the whole world. 
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