
2021.12.26. クリスマス礼拝 

恐れを超える信仰 マタイの福音書 1 章 18～25 節 

JD ファラグ牧師 

おはようございます。オンラインで参加してくださることをとても嬉しく思います。現在、ヘブル人への

手紙を学んでいますが、今日はクリスマス礼拝ですので、これはクリスマス説教となります。 

そういうわけで、マタイの福音書、1 章 18 節から読み始めたいと思います。お立ちになれる方は立って、

私の朗読についてきてください。無理な方は、お座りのままで結構です。マタイは、聖霊によって、18 節

からこう書いています。 

マタイ 1 

18 イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒

にならないうちに、聖霊によって身ごもっていることが分かった。 

19 夫のヨセフは正しい人で、マリアをさらし者にしたくなかったので、ひそかに離縁しようと思った。 

20 彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れて言った。ダビデの子ヨセフよ、

恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。 

21 マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救い

になるのです。 

22 このすべての出来事は、主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。 

23「見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。」それは、

訳すと、「神が私たちとともにおられる」という意味である。 

24 ヨセフは眠りから覚めると主の使いが命じたとおりにし、自分の妻を迎え入れたが、 

25 子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そして、その子の名をイエスとつけた。他のすべての名

に勝る名です。それによって私たちが救われなければならない人の間に与えられた唯一の名です。 

よろしければ、ご一緒に祈りましょう。 

天にいます愛する父よ、世の救い主の誕生を祝うこの特別な日に、私たちは、ただあなたを誉め称えま

す。主よ、いま、私たちは、このマタイの福音書の記述を読みました。今、私たちは、この御言葉の記録

の中にある御旨を知るために、聖霊の導きが必要です。主よ、ここには、あなたが私たちに示されたいこ

とがあることを知っています。あなたが、私たちに見せようとされているものが、ここにあります。です

から私たちは、あなたが私たちの人生に語りかけくださるとき、見る目と、聞く耳と、受け取る心を持つ

ことができるように祈ります。それが私たちがここにいる理由です、主よ。私たちは、聖霊の、静かな小

さな声を聞きたいのです。ですから主よ、お語りださい。しもべは聞いております。イエスの御名によっ

て祈ります。アーメン。 

御着席ください。ありがとうございました。さて、今年のクリスマスの説教では、特にこんにちの世界で

起こっていることを踏まえて、恐れに勝る信仰の力についてお話ししたいと思います。 

2018 年の、すべてが変わる前の、みなさん、あの頃のことを覚えていますか？ 主は私に、世の救い主

の、地上の父となるこの男性、ヨセフを再考するように指示されました。しかし、この話に入る前に、触

れてはいけない話題、この問題に触れておかなければ、私は大きな過ちを犯すことになると思います。私

が言っているのは、クリスチャンとしてのクリスマスの祝い方のことです。誰かのクリスマスや、新年を 

台無しにしなければいいのですが、イエスは、12 月 25 日に生まれたわけではありません。ご存知でした



よね？ 実は、それよりもっと悪いのです。いや、本当にそうなんです。12 月 25 日は、実はとても異教

的な日で、その起源はサートゥルヌス神を讃える、古代ローマのサートゥルナーリア祭にまつわるもの

です。それでは、メリークリスマス！ お祈りで締めくくりましょう。（笑） 

毎回、毎年、さらに悪くなっているような気がするんですが、どうでしょう？ 皆さんがそれを感じてい

るかどうかはわかりませんが、私はいつもそれを感じています。牧師としては、私がクリスマスを祝うの

で、反キリストなのだ、というような感じです。意味が分かりますか？ 分かると言ってください。冗談

でも良いですから、分かると言ってください。「異教徒の祝日だと知らないのか？!」「知っています。」 

「ツリーはあるのか？」「...はい」「まさか！」「自分をクリスチャンと呼ぶのか？ 異教徒の祭典だよ!」 

分かりました。さて、ではここで質問です。クリスマスが異教徒の祭典であることを知りながら、救い主

イエスの誕生日として祝うのはなぜでしょうか？ この答えを皆さんと共有したいと思います。クリス

マスのことで誰かに非難されたら、自由にこれを使ってください。たとえイエスを個人的に知らなくて

も、全世界の人々がイエスの名前を聞き、イエスの誕生について思いを馳せる一年に 1 度の日だからで

す。それは、たった一日です。全世界がイエスの名前を聞く唯一の日に、毎年、カレンダー上のこの日を

祝わないわけにはいかないでしょう。 

「牧師さん、お言葉ですが、彼らはクリスマスからキリストを取り去ってしまってます。」「ただのハッピ

ーホリデーです。」何でもいいですが。ホリデー/Holiday（休日）？ ホーリーデイ/Holy Day（聖なる日） 

惜しいですね。逃れられませんよ。それは、ホーリーデイ（聖なる日）です。ハッピーデイでもあります。 

Oh Happy day♫～脱線しました。木曜日のあの曲がまだ頭に残っています。これはどうでしょうか。 

”Xmas”? ああ、そうなんですよ。私もこんな感じでした。「Xmas? マジで？」私がそれを知るまでは... 

それこうです、これはとてもイケてます。ギリシャ語では、「X」は「Christos」で、キリストのことです。 

またもや残念でした！ハハッ! Xmas でも、なんとでも呼んでください。何をしても、どんなに頑張って

も、イエスからは逃げられません。年に一度、イエスと救い主の誕生を語ることができる日に、なぜクリ

スチャンとしてそれをしたくないのでしょうか？ 

「分かりました、牧師さん、ありがとうございました。ツリーの話をしてもいいですか？」もちろんです。 

これを、皆さんと共有しなければなりません。以前の建物を知っていますか？ 神がこの美しい土地と

建物を奇跡的に与えてくださる前まで、私たちは 12 年間、SDA 教会を借りていました。SDA 教会はク

リスマスツリーを設置するのですが、その時期が毎年どんどん早くなっていくのです。私たちは YouTube

配信を始めたばかりでしたが、ツリーは私のすぐ後ろにありました。YouTube へのコメントを見てみて

ください。 

「クリスマスを祝うのか！？ 後ろには異教のツリーがあるじゃないか。どうしてそんなことができる

のだ？！」では、なぜツリーがあるのかを説明します。ちなみに、オンラインの方、私たちのツリーはそ

こにありますからね。（笑）ツリーは何を意味しているか知っていますか？ 十字架です。ツリーの上の

星が何を表しているか知っていますか？ ベツレヘムの星です。ツリーのライトが何を表しているか知

っていますか？ 世の光、キリスト・イエスです。ツリーが何を表しているかという点で、最も重要な部

分は何だと思いますか？ ツリーの下にあるプレゼントです。なぜなら、それは、永遠のいのちという 

プレゼントを表しているからです。二千年前にイエスがその木の上で死なれたとき、すべてを完全に支

払われました。聖書には「木にかけられた者はみな、のろわれている」と書いてあります。（ガラテヤ 3:13

参照） 



キリスト・イエスは、人間の呪い、人間の罪を背負い、木の上で死ぬことで完全に贖われました。だから

私は、クリスマスツリーを飾ることを、気にしません。そして、最後にもうひとつ、私の胸の内を明かし

ておきましょう。私はクリスマスが好きなんです。もしあなたが、私のクリスマスを台無しにしたいと思

っても、そうはさせない。メリークリスマス。さて、話を戻して...ええ、ええ... ー拍手ー 

もちろん、愛をもって、とても神聖な気持ちで言っています。では、ヨセフの話をしましよう。なんとい

う知られざる英雄でしょう。なんと語られていない信仰の話なんでしょう。この人は、すごい人だったと

主張したいと思います。悲しいことに、彼のことはほとんど語られていないのです。今日の聖書預言アッ

プデートで、聖書の中のこれらの男女に関して、私たちは大きな間違いを犯しているということをお伝

えしました。なぜか、特に救い主の誕生に関しては、これらの人々を実在の人物として見ていないので

す。この人たちは、あなたや私のような実在の人だったのです。彼らは日々の生活でプレッシャーを抱え

ていました。彼らは、あらゆる種類の感情、ストレス、恐れを経験した人々でした......そのことについて

お話しします。彼らは私たちと同じ人間でした。彼らは異なる時代に実在した人々でした。このヨセフと

いう人は、実在した人物だったのです。私は決して言いませんし、そういった人たちを軽蔑するつもりも

ありませんが、しかし、彼らは聖書の中のこれらの男女を、”聖書の中の登場人物”と呼ぶのです。私は、

そんなことは絶対に言いません。なぜなら、勝手に、この人たちをフィクション化しているのです。ああ、

映画の登場人物みたいなものですね。いいえ、これらは実在の人物です。これらは実在した人々でした。

私たちが聖書で読んでいるこれらの出来事は、記録されている通りに本当に起こったことなのです。こ

れらの人々は、私たちと同じように現実の感情を経験する現実の人々でした。そして、繰り返しになりま

すが、そういう風に見ていないと、私たちは大きな過ちを犯してしまいます。そして、確かに、ヨセフの

ような男性に関してはそうだと思います。つまり、この人は素晴らしい人でした。彼の人生に神が与えた

使命が、いかにユニークなものであったかを理解するために、いくつかの点を指摘したいと思います。考

えてみてください。ヨセフは、人類史上唯一、世界の救い主の地上の父として選ばれたことを告げられた

男です。ヨセフは、人類史上唯一、世界の救い主の地上の父として選ばれたことを告げられた男です。 

ヨセフは、人類史上唯一、世界の救い主の地上の父として選ばれたことを告げられた男です。どうです

か？ 全人類の歴史の中で、他にそのような人間はいません。アダムから現在に至るまで、そのような名

誉を持つ人はいません。もし、それが信じがたいことであれば、これはどうでしょうか？ 彼はまた、処

女から生まれた息子を持つ、人類史上唯一の夫です。考えてみてください。人類の歴史の中で、他のどん

な人間も、ヨセフが世の救い主の地上の父親として経験したことを、経験することはないでしょう。私は

このことを考えていたとき、ヨセフは、短いとされた残りの人生を、嘲笑され、拒絶されて生きていたの

ではないかと思いました。なぜ短い人生だったと考えられるのでしょうか？ ヨセフは、十字架刑に立

ち会っていないからです。当時は生活が苦しくて、特に男性は、あまり長生きできなかったでしょう。未

亡人を残して.....十字架刑の時、ヨセフはいませんでした。だからこそ、イエスはヨハネに母の世話を頼

んだのです。ついでに言っておくと、カトリックの背景がある方に敬意を示してお伝えしますが、マリア

は実在の人間です。マリアについても、もう少し詳しくお話しましょう。しかし、この夫と妻は、残りの

人生で、軽蔑され、拒絶され、嘲笑されたことでしょう。彼らは自分たちの SNS に、いろいろなことを

投稿されたでしょう。考えられないようなことを。その中には、おそらくこんな内容の投稿があったでし

ょう。「マリアのこと聞いた？」「ねぇ知ってる？彼女は聖霊によって身ごもり、処女として世界の救い主

を産んだのよ。」「ええ、そうね！」「いや、性的な罪を隠そうとしているんだよ。」彼らは一生、家族や友



人など全員の批判に、押しつぶされそうになりながら生きていくことになるのです。それが彼らにとっ

てどのようなものであったか、想像できますか？ 私は、この話がどれほど素晴らしいものであるかを

よりよく理解していただくために、この描写や背景を描きたいと思っています。つまり、よく考えてみる

とイエスが生まれた後、彼らは… ところで、これはちょっとした余談ですが、補足的に...主が生まれた

とき、飼い葉桶の中で生まれましたよね。それを綺麗にして、片付けをして...それは、家畜のための石造

りの冷たい餌桶でした。彼らはイエスを布で包み、私たちがそう呼ぶ、この石の飼い葉桶に寝かせまし

た。これを知ってください。それは、犠牲にするための、過越の子羊の準備です。そこには特定の牧草地

があり、羊飼いたちはそこで羊を見守っていました。なぜなら、そこの羊は特別なものでした。過越祭の

犠牲の子羊としての認証を得るためには、よく監視され、検査で、傷や、しみがないことが確認されなけ

ればなりませんでした。その羊飼いの牧草地、子羊たちが飼われていた場所、それが何処にあったか知っ

ていますか？ ベツレヘムです。だからこそ神の子羊は、羊飼いたちの見守る、その特定の牧草地があ

る、ベツレヘムの特定の場所に行かなければならなかったのです。世の救い主の誕生が、汚く、汚れた、

臭い羊飼いたちに最初に告げられたというのは、興味深いと思いませんか？ 

「ねえ、聞いてよ、もし救い主の誕生が知らされるなら、それはエリートに向けて出されるべきじゃない

の？有力者たちに。」「この人は世界の救い主なのに、知らせが羊飼いたちに？」でも、この羊飼いたちは

普通の羊飼いではありませんし、これは普通の誕生ではありません。これは神の子羊なのです。そしてイ

エスは、まさに、預言された通りの場所で生まれたのです。ちなみに、過越祭の子羊を布で包んで、いけ

にえにする準備をしていましたが、それがまさにイエスにも行われたのです。これはどうですか？ 鳥

肌が立ちますね？ さて、ヨセフとマリアに話を戻しましょう。出産する前から、彼らの生活がどれだけ

大変だったか分かりますか？ 簡単ではありませんでしたし、それに、彼らは本当に若かったのです。

人々を混乱させ、歯車を狂わせることはわかっていますが、彼らは十代の若者です。ご存じですよね？ 

当時は、とても若かったのです。大丈夫ですか？ まだ大丈夫ですか？ そして彼らは、ヘロデから逃れ

るため、エジプトに行かなければなりませんでした。これも預言通りです。あの時代、旅がどれほど大変

だったか分かりますか？ つまり、実際の出産そのものも大変であり、妊娠九ヶ月目のことです。 繰り

返しますが、マリアは実在の人物です。彼女は聖霊が宿した子どもをみごもっており、妊娠した女性が経

験するすべての煩わしさを経験していました。そういえば、子どもを身ごもった私の妻が、九ヶ月目に入

った頃、こう言ったことがあります。彼女は何も言わなくても、表情がすべてを物語っていました。「お

願い、今すぐに生まれてきて。」九ヶ月目はとても大変ですよね？ ええ、私も大変でした。女性にとっ

ては、とてもつらいことで、この状況が続きます。この救いの話の中で、ヨセフとマリアが、自分の役割

を果たすためには信仰を持たなければならなかったと言っても、過言ではないと思います。ヨセフにつ

いて、教会の携挙を前にした終わりの時に、私たち自身の人生に深く関わると私が信じている、二つの真

理を分かち合いたいと思います。 

一つ目。「彼は代償を計算し、決断した。」 

私が最も興味深いと思うのは、ヨセフは、神に選ばれたことの意味を考え、それを実行することを決めた

ということです。主の御使いが現れる前に、彼女が身ごもったことを最初に聞いたとき、ヨセフは正しい

人であったので、マリアの評判を心配して、ひそかに彼女を離縁しようと考えましたが、しかし、そうし

ませんでした...想像してみてください、あの時代のあの文化の中で、結婚前に妊娠するなど、考えられな

いことです。町から追い出されてしまうでしょう。実際にそうでしたが...。考えられない。そして、ヨセ



フがこれらすべてを思い巡らせていたと、神が聖霊によってマタイに書かせられた詳細が私は大好きで

す。「彼女が妊娠？私たちは純潔だ。どうしたらいいんだ？ああ.....」考えてみてください。ヨセフは、主

の御使いが現れる前は、マリアが不貞をしていると思っていました。それが唯一の説明だったからです。

彼女は他の男性とセックスをして、妊娠してしまったと。そして、主の御使いがヨセフに現れ、彼に言い

ました。「先走ってはいけません、恐れずにマリアをあなたの妻としなさい。」そして、ヨセフにその一部

始終を説明します。それにしても、聖書の中で誰かに「恐れるな」という言葉が発せられるとき、必ず、

その人が恐れていたからですよね。深い意味がありますよね。ヨセフはとても恐れていました。繰り返し

になりますが、私は先を急ぎたくありませんが、その感情を想像できますか？ 何をしたらいいのか？ 

どうすれば良いのか？ そのプレッシャー、ストレスの大きさを考えると....そして、その時、主の御使

いが彼に現れます。そして、彼の短い人生の残りの期間、彼が知っているすべての人から途方もない反対

や妨害があることが分かっていたにもかかわらず、彼は代償を計算し、イエスを自分の息子として受け

入れ、父として親になる決断をしたのです。いいですか、地上の父親として言います。前にも話したこと

がありますが、誇張ではありません。つまり、文字通りの意味です。私はビジネスを立ち上げ、運営して

きました。教会を設立し、牧師をしてきました。それらを合わせても、子育てほど大変ではありません。

誇張しているわけではありません。父親となるのは、大変なことです。ましてや.... 「プレッシャーを感

じないで」世界の救い主の父親？ 私がですか...？！ それは大変なプレッシャーです。 

「大丈夫です、聖霊が世の救い主の親となるための必要なものをすべて与えてくれます。」ところで、彼

は完璧な子どもになるでしょう。自分の子どもが生まれる前に思っていたことがあるでしょう？ 私と

同じ本を読みましたよね？ 育児書を全部読んだんですね。子どもが生まれる前に、あなたは「よし、分

かったぞ！」と思ったのではないでしょうか。そして子どもが生まれると、「ああ、神様、神様！」と思

うのです。そして、その後は二度と安眠できなくなる。とにかく、私たちはそれを全部捨てました。実際、

そのうちの一つを燃やしたかもしれません。子育て方法は、このくらいにしましょう。ここで、私が言い

たいことがあります。ヨセフは、イエスを受け入れる前に、代償を考えました。私が何を言いたいかわか

りますか？ 犠牲があることはわかっていても、それは軽いものではありません。私たちが生きている

時代は、悲しいことに、多くの牧師が…、これも侮辱するために言うのではありませんが、代償がかから

ないような方法で福音を表しているのです。イエスの弟子になるために、十字架を背負うことも、自分に

死ぬこともしません。それは、ヨセフの残りの人生のすべてを犠牲にするものでしたが、彼はその犠牲を

理解したうえで、それでも決断しました。私はこの賛美歌、時代を超えた賛美歌、「私はイエスに従うと

決めた(したがおうイエスさまに)」が大好きです。 ヨセフは自分で賛美歌を作ってもよかったと思いま

す。「私はイエスの親になると決めた」"私はイエスに従うと決めた 十字架は私の前に、世は私の後ろに 

誰も私と共に来なくてもそれでも、私はしたがいます"  

さて、今日の残りの時間を費やしたい第二のものがあります。それは、彼がどのようにして信仰によって

信じ、神の命令に従ったかに関係しています。24 節に注目してください。ヨセフは夢から覚めたとき、

主が命じられたことを実行したと書かれています。最初に目を通したときは、「ああ、そうか、わかった」

という感じです。でも、ちょっと待ってください、彼は実際、信仰によってそれを行ったのです。 

彼は何をしたか？ 彼は命令に従いました。ところで、「恐れるな」は命令です。命令であってほしいと

思います。その理由は、こうです。それが命令であれば、神が、私たちに命じておられることを実行でき

るようにしてくださるからです。聖書で神の命令について読むとき、ヨハネが「神の命令は重荷とはなり



ません」と言っているように、（Ⅰヨハネ 5:3 参照） 

私たちは、それが命令であって欲しいのです。なぜなら、もし、それが命令であるならば、神が私たちに

力を与えられないことを、命ずることは決してないと約束されています。これは命令なのです。そして

今、命令とセットになっているのは、神が命じられたことを実行するための力が与えられることです。ま

た、25 節に注目してください。ヨセフは、マリアがイエスを出産するまで結婚を完了させなかったこと

が語られていますが、これもまた命令に従ったもので、非常に興味深い内容です。さて、なぜこの話をす

るのでしょうか？ それは、信仰がどのように神を喜ばせるかということについて、ヘブル人への手紙

で学んできたことを物語っているからです。それは、彼の信仰が神に喜ばれ、神への従順さによって証明

されることを語っており、それは通常、結果として起きることです。信仰によって、私たちの信仰は神に

喜ばれ、信仰によって神に喜ばれるとき、それは神への従順さによって証明されるでしょう。私自身が主

との歩みの中で学んでいることのひとつに、「恐れ」は「信仰」の対極にあるものだということがありま

す。これを説明しましょう。信仰に満ち溢れるか、恐れに満ち溢れるかのどちらかです。 

恐れで溢れるか（Fearful）、信仰に溢れるか（Faithful）どちらか一方だけで、共存はできません。 

そして問題は、「恐れるな」と命じられていることです。神は私に、恐れの霊を与えておられません。 

そこで今度は、問題があります。「恐れで満ちるのではなく、むしろ信仰に満ちていなさい」という命令

があるからです。ここまで大丈夫ですか？ さて、20 節です。主の御使いが、恐れていたヨセフに「恐

れるな」と言った時、恐れに満ちる代わりに、信仰に満ちて、信仰によってマリアを迎え入れなさいとい

う命令なのです。「ええ...、でもこんなことは初めてです。」わかっています。だからこそ、見えるもので

はなく、信仰と呼ばれるのでしょう？ 私たちのアダムの罪の性質のすべてが、この信仰の概念に憤慨

しています。なぜなら、信仰とは、「望んでいることの実体」、つまり、「まだ見ぬものの”証拠”」である

からです。（へブル 11:1 参照）ですから、見えないけど、信仰によってそれを信じているんです。それが

信仰というものです。ネタバレになりますが、携挙の時には見えるようになるので、もはや信仰は必要な

くなります。皆さんは今までに...繰り返しになりますが、奥が深いですよね？ ですから、今や見えるの

ですから、信仰は必要ないのです。つまり、信仰というものは、主と一緒になるまでの一時的なものなの

です。そして、私たちが主を見るとき...、ほ～！では、ヨセフがどれほどの恐怖心を抱いていたのか、少

しだけお話しましょう。では、ヨセフがどれほど恐れていたか、そして、恐れでいっぱいだったのが、神

への従順さと喜びから、神が命じたことをすべて行うという信仰でいっぱいになったのはどうしてか、

少しお話ししましょう。つまり、よく考えてみてください。”世の救い主が、処女から誕生する。” そし

て間違えてはいけないのが、繰り返しになりますが、聖霊がマタイに注意深く記録させている、私たちが

知っているヨセフについての、この一つの詳細があります。すなわち、彼は律法を注意深く読み、守って

いる正しい人であったということです。彼は知っていた、彼は知っていたのです。もし彼が律法を知って

いたなら、旧約の預言も知っていました。彼は救い主のことを知っていました。彼がこのことを知ってい

たのは、神の御言葉を知っていたからです。神の律法を。だから余計に信じられないんです。今、彼はき

っとこう思ったでしょう。「わぁ！世の救い主は、処女から生まれるんだって。」「そうだよ、ヨセフ。そ

して、それはあなたのことだよ！」「私のこと？！」彼はどのようにして、非常に恐れている恐れの人を

捨てさり、信仰の人へと移行するのでしょうか。私が信じているのは、それは、信仰は聞くことによって

もたらされ、聞くことは、神の御言葉によるからであると。彼はその御言葉を聞いて信仰を持ち、その信

仰が恐れに打ち勝ったのです。ヨセフは見えないものを信じることで、見えるものへの恐れを克服した



のです。同じことを別の言い方で言わせてください。信仰とは、目に見えないものの実体です。そして彼

は、見えるものへの恐れに打ち勝つために、見えないものへの信仰が必要だったのです。そして、恐れは、

見ているものによってもたらされるのではないでしょうか？ 皆さんは、自分の生活環境を見て、新年

を迎えて、非常に未知の領域にいることに同意されると思います。不安や恐れ、ストレスなど、あらゆる

ことが起きています。アップデートの際にも少しお話しました。ヤコブの話を少ししました。息子たちが 

ヤコブのもとにやってきて、シメオンをエジプトに残してきたときの話です。そして今、彼らはヨセフだ

と知らずにスパイでないことを証明するために送り返されたのです。彼らはベニヤミンを連れてこなけ

ればならず、今度はお父さん（ヤコブ）にこのことを打ち明けなければなりません。彼らが打ち明けると、 

ヤコブはこんな感じです。「ヨセフはとっくに死んでしまった。」彼はそう思っているのです。「今や、シ

メオンがいなくなって、今度はベニヤミンが欲しいと？」そして、ヤコブはこう言います。「すべてが私

に敵対している。」（創世記 42:36 参照） 

そして、もし彼がこの先に何があるのかを知っていたら、なぜなら、彼らが戻ってきて、創世記 45 章に

記録されているように、ヤコブにこう言うのです。「お父さん、（そんな言い方はしませんでしたが）あな

たはこれを信じないでしょう。ヨセフは生きているのです。」ヨセフはキリストの型であり、イエスは生

きておられるのです。こう書かれています。ここでまた詳細です。ヨセフ...ヤコブは心臓が止まりました。 

つまり、私たちが言うように、一瞬心臓が止まったのです。信じられなくて、心臓が止まってしまいまし

た。それは...彼は信じられませんでした、ーよく聞いてくださいー 彼がその言葉を聞き、その備えを見

るまでは。それが信仰です。そして旅をして、生きているヨセフを見たのです。ヨセフが死からよみがえ

ったのです。なぜなら、長い間、ヤコブはヨセフが死んだと思ってたからです。いや、ヨセフは生きてい

ます。ヨセフよりも偉大なイエスは生きておられます。恐れは見るものによってもたらされ、その対極に

ある信仰は神の御言葉を聞くことによってもたらされるとすれば、私が神の御言葉を聞き、耳を傾け、そ

してその信仰を持つならば、どんな恐れも克服できるのは、当然のことです。私もそれを使ってみたいで

す。つまり、多くの点であなたと同じなのです。何が起こっているのか、です。すべてが私たちに敵対し

ています。しかし、神は、しかし、神は。 

ローマ人への手紙 8 章 31 節 

神が私たちの味方であるなら、だれが私たちに敵対できるでしょう。 

誰もいません。木曜日の夜、イザヤ書の有名な一節をみました。 

イザヤ書 54 章 17 節 

あなたを攻めるために作られる武器は、どれも役に立たなくなる。 

ああ、このような生物兵器を作り、でっちあげることもできますが…気を付けた方が良いですね（笑） 

しかし、それが成功し、圧倒することはありません。最終的な判断は神が下されるのです。締めくくりと

して、私が思うに、肝心なのは、単純にこれだけです。ええ、こんなことは今までにありませんでした。 

今までこんなことはありませんでした。今までにないほどの信仰を持つ必要があります。しかし、実際の

ところ、私たちは何も恐れることはありません。神が私たちの味方なのですから。ええ、それは大変でし

た。しかし、神が全て備えてくださいました。えっ、神はヨセフとマリアを養ってくださらないのです

か？ すべての必要なものが用意されていました。そういえば、私は...もうすでにクリスマスを台無しに

してしまいましたね。調子に乗ってますから。では、賢者たちが来た時のことをご存知ですか？ それ

は、イエスがお生まれになった時ではありません。大丈夫ですか？ その時、イエスは子どもでした。 



そして彼らはこの星に導かれて、金と乳香と没薬をイエスに持ってきたのです。それはまた別の機会に

説教します。ところで、その高価な３つの贈り物は…ちなみに、賢者は３人だけではなかったんです。「東

方からの３人の王」という言葉はどこから出てきたのでしょう。聖書のどこにもそんなことは書かれて

いません。彼らは、豊富な金を持ってきた王たちでした。ああ、ヨセフ達には、それが必要となるのです。

彼らはその金で、一生安泰でした。乳香、没薬、これは薬用でした。必要なものはすべて用意されていま

した。神は私たちを養ってくださらないのですか？「...ええ、でも、本当にひどい状況になっていきます。」 

えっ、神が驚いておられると？ 神が驚いておられるなんて、想像できますか？「今、市や県が課してい

る新しい秩序や規制は何なんだ？いつからこうなった？ ガブリエル、ミカエル、こっちへ来なさい！

いつなんだ？どうなってるんだ？」違います！私は箴言の御言葉が大好きです。 

「主はみこころのままに、王や市長や知事を導かれ...」いいですか？ いいですね。 

「...水が流れ下っていくように、流れ落ちるように...」（箴言 21:1 参照） 

こんな感じです。「神よ、あなたは聞かれましたか…？！」「彼らがそうするように誘導したのはわたしで

す。すべてが完璧に、わたしの計画通りに進んでいます。」「ヘロデがこの生まれたばかりの王を殺そうと 

するから、エジプトに行った方がいい」とヨセフに言われたのはどうでしょうか？ 「...でも、私たちに

はまだ、収入がありません。」「それは大丈夫。わたしはあなたが一生暮らせるだけの金を持っている。心

配することはない。わたしがあなたの面倒を見ます。」「…でも、制限があって、私たちは宿に入れないん

です。だって私たちは受けていないから...」気にしないでください、行き過ぎましたが、要点はわかりま

すよね？「私は QR コードを持っていないので、入ることができません...」これでいいですか？ 少しは

マシになったでしょうか？「わたしにすべてを任せなさい。わたしがすべての面倒をみます。信仰を持ち

なさい。あなたは何も恐れることはありません。」神があなたの面倒を見てくださいます。もう一歩踏み

込んでみたいと思います。そしてここで、ヨセフとマリアは私たちと同じ実在の人物であるということ

に戻ります。ご一緒に、よく考えてみてください。ヨセフは、イエスを信じる信仰を通して、恵みによっ

て救われました。マリアもそうでした。「あぁ...！冒涜だ！」いいですか？ マリアとヨセフは、罪びと

として信仰により、恵みによって救われました。それは神の賜物です。行いによるものではありません。 

すべての人々が、この二人はすでに救われていると思うでしょう。つまり、結局のところ、救い主を育て

たのは彼らであり、マリア、彼女に祝福があるように。彼女は世界の救い主を産んだのです。あなたは

「いや、彼らは救いに入っている」と思うでしょう。いいえ！イエスを通してでなければ、御父に至る道

はありません。彼らは恵みによって救われたのです。最後の言葉を知っていますか...締めくくると言いま

したよね、今回は本当にこれで締めくくります。でも、よく考えてみてください。聖書に記されているマ

リアが最後に語った言葉は？ それは、聖書に記されているイエスの最初の奇跡、結婚式で水をぶどう

酒に変えられたときのことです。それ自体も興味深いですね。マリアの最後の言葉が何と記録されてい

るか知っていますか？ 

「これは私の息子です。彼の言われることを聞いて、彼の言われることを実行してください。」 

（ヨハネの福音書 2 章 5 節参照） 

ああ、これは私が知っているいくつかの宗教を混乱させることになりますね。「これは、イエスの母、マ

リアですよ...！」これまた失礼ですが、私の思いを聞いてください。マリアは私たちと同じ罪びとでした。

マリアは、私たちと同じように、恵みによって救われました。私たちと同じように、信仰によって。そし

て、それが良い知らせ、福音なのです。福音とは何か？ 福音という言葉の意味はこうです。負債は返済



されました、良い知らせです。あなたは自由です。そして、御子が自由にした者は、本当に自由なのです。 

コリント人への手紙第一 15 章の最初の 4 節、使徒パウロが福音とは、イエスが来られ、十字架につけら

れ、3 日間葬られ、死からよみがえることだと述べています。そして、最初の手紙であるテサロニケ人へ

の手紙では、福音についてこのように言っています。福音について彼が書くのはこれが初めてです。その

内容は、イエスは来られ、十字架につけられ、葬られ、三日目によみがえられ、そして、間もなく近いう

ちに教会の携挙で再び来られるのです。ああ、これは言わずにはいられません。これは聖霊です。イエス

が弟子たちにこう仰られた時、「見よ、わたしはあなたがたのために場所を用意しに行きます。わたしの

父の家にはたくさんの部屋、たくさんの豪邸があるから。もし、そうでなかったら、わたしがいるところ

にあなたがたもいるようにと、あなたがたに告げなかったでしょう。わたしはあなたのために戻って来

ます。」（ヨハネ 14:2，3 参照） 

それは良い知らせです。「わたしは戻ってくる。」イエスは、花婿として花嫁に語りかけるように語ってお

られました。「わたしたちの結婚を完了させるために、部屋を増築して花嫁の部屋を作りに行きます。そ

して、その場所を準備しに行き、わたしは戻ってきて、あなたのためにわたしが準備した部屋に連れて行

きます。」それが福音です。それが携挙です。それが良い知らせです。 

さて、良い知らせを受けるためには、悪い知らせも必要ではありませんか？ そうですね。「悪い知らせ

と良い知らせがあります」と言われるのは嫌ですね。あなたはどちらを先に聞きたいですか？私はいつ

もこう言います。「サタンよ、さがれ。」悪い知らせは聞きたくありません。良い知らせだけを教えてくだ

さい。さて、悪い知らせとは、私たちは皆、罪びとだということです。そして、これは救いの ABC とい

う子どもにもわかる簡単な説明の A ｰ Admit/認めるです。そして、これは救いの ABC という子どもにも

わかる簡単な説明の A ｰ Admit/認めるです。それは、「私は罪びとである」と Admit/認めることです。

なぜなら、自分が罪を犯したことを認めない限り、救い主を必要とすることも、関心を持つこともないか

らです。ローマ人への手紙 3 章にはこう書かれています。誰かが「私は善良な人間です」と言っても、え

え、確かにあなたは善人かもしれません。しかし、あなたは決して十分な善人ではありません。ローマ人

への手紙 3 章にはこう書かれています。誰かが「私は善良な人間です」と言っても、ええ、確かにあなた

は善人かもしれません。しかし、あなたは決して十分な善人ではありません。 

ローマ人への手紙 3 章 10 節 

「義人（正しい者）はいない。一人もいない。」 

あなたは善良な人かもしれません。しかし、あなたは決して十分に善人ではないでしょう。 

そして、ローマ人への手紙 3 章 23 節がその理由です。それは、 

「すべての人（キーワード）は罪を犯して、神の栄光を受けることができず、」 

私たちは皆、生まれながらにして罪びとなのです。だからこそ、イエスは、天の御国に入るためには「新

しく生まれなければならない」と仰られたのです。さて、ローマ人への手紙 6 章 23 節では、まず悪い知

らせを伝えています。その後に良い知らせがあります。悪い知らせとは何でしょうか？ 悪い知らせは、

「罪の報酬は死です」つまり、すべての人は罪を犯し、その罪には罰則があり、それは死刑宣告なのです。

そして、良い知らせは、イエスがあなたの代わりにあなたの罰則を支払い、私の代わりに罰則を支払って

くださったということです。そして、私たちの主キリスト・イエスにある永遠のいのちという神の贈り物

を私たちに与えるために、私たちの罪のために完全に代価を支払ってくださったのです。毎週のように

言っていることですよね。私が言うことに飽き飽きされないことを願います。特にこの時期ですよね。プ



レゼントをもらったとき、あなたはどうしますか？もらったものを誰かにあげる話ではないですよ。 

私が一番の恐怖は、プレゼントをくれた人にその品物を贈ってしまうことです。それは恐ろしいですね。

プレゼントをもらったら、どうしますか？ それを受け取ります。お金を払ってしまうと、プレゼントで

はなく購入したことになってしまうので、お金は払いません。いいえ、主が支払われました。主が購入代

金を支払ってくださいました。私たちは購入されたものです。私たちは自分のものではありません。私た

ちは代価を払って購入されそして、それは主のすべてを犠牲にしました。それは主の命を犠牲にされた

のです。そしてこの贈り物の代価を全額支払い、私たちにこの贈り物を与えてくださり、そして、受けと

るためにこの贈り物を差し出してくださいました。それは永遠のいのちの贈り物です。それが良い知ら

せなのです。 

次に B ｰ Blieve/信じる。とてもシンプルです。実は、本当のことを言うと、ABC よりもシンプルなので

す。実は B と同じくらい簡単なんです。ただ、信じること。「イエス・キリストが主であることを心から

信じる」これはローマ人への手紙 10 章 9-10 節にあります。 

「あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。」 

ヨセフとマリアは、どの時点でイエスが主であり救い主であることを信じたのだろうかと思うのです。

どの時点でしょう。私はマリアが先だと思います。ヨセフは、最初は従順さから信仰によって行動してい

たので、後になっただろうと思います。イエスが 12 歳の時だったでしょうか。イエスが神殿に行ったと

きの記述を覚えていますか？ どうしてそうなったのか分かりませんが、彼らはイエスを置いてエルサ

レムを去り、イエスを見失ったと思い、戻って探そうとしているのです。どうやって見失ったのでしょ

う・・・。「大変なことになった。私たちは世界の救い主を失ってしまった。私たちの子育てもここまで

です。」イエスはどこにいるのでしょうか？ 預言の成就として神殿にいるのです。もしかしたら、あれ

がヨセフを決心させたのではないでしょうか。それはまるで、「あなたは救い主です。私の救い主です。 

私は信じます、信じています。」みたいな感じです。そして、最後に C ｰ Call/呼び求める、「主の御名を

呼び求める。」これもまた、ローマ人への手紙 10 章 9-10 節にあります。 

「もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信

じるなら、あなたは救われるからです。」 

「人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。」 

そして最後に、ローマ人への手紙 10 章 13 節です。毎週やっていることですが、どうか、この聖句を別

の聞き方で聞いてみてください。なぜなら、いつも聞いているでしょう？ こう書かれているので、聞い

てほしいのです。 

「主の御名を呼び求める者はみな（すべての人）救われる」のです。 

そんなに簡単なのですか？ それはシンプルすぎませんか？ 子どものようなシンプルさですね。イエ

スは仰られました。この幼子のようにならなければ、天の御国に入ることはできないと。子どもにも分か

るシンプルさ。私は今日、あなたにお願いします。そして、今日この教会の礼拝にいる人、あるいはオン

ラインで見ている人、誰であっても、もし、あなたが主の御名を呼び求めたことのない人なら、伝えたい

ことがあります。私はあなたに懇願しています。世界で起きているすべてのこと、成就しつつある預言の

中で、永遠のいのちを得るための、人生で最も重要な決断を先延ばしにする人がどうしているのか分か

りません。そう、代償を数えてみてください。しかし、これはあなたの人生で最も重要な決断であり、永

遠のいのちのためのものです。祈りましょう。 



天の父よ。この世の救い主誕生の記録を感謝します。ああ、愛する天の父よ。あなたは私たちを愛してお

られるからこそ、私たちのためにあなたのひとり子を死なせてくださったのです。それは、この方を信じ

る者は、永遠に地獄で滅びることなく、永遠のいのちを持つためです。主よ、あなたが支払ってくださっ

た永遠のいのちという贈り物に、私たちはどうやって十分に感謝できるでしょうか。イエスよ、感謝しま

す。私たちはあなたをとても愛しています、イエスよ。イエスの御名において祈ります。アーメン。 
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