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ルカ ２：８ （Luke ２：８）

さて、この土地に、羊飼いたちが、野宿で夜番をしながら
羊の群れを見守っていた。

In the same region there were shepherds out in the field, 

keeping watch over their flock by night.



ルカ ２：９ （Luke ２：９)

すると、主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が回りを
照らしたので、彼らはひどく恐れた。

And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of 

the Lord shone around them, and they were filled with great 

fear.



ルカ ２：１０ （Luke ２：１０）
御使いは彼らに言った。「恐れることはありません。今、私は
この民全体のためのすばらしい喜びを知らせに来たのです。

And the angel said to them, “Fear not, for behold, I bring you 

good news of great joy that will be for all the people.



ルカ ２：１１ （Luke ２：１１）
きょうダビデの町で、あなたがたのために、救い主がお生まれに
なりました。この方こそ主キリストです。

For unto you is born this day in the city of David a Savior, who 

is Christ the Lord.



ラインハルト・ボンケのことば
神様はどんなお方でしょう？神様は恵み豊かで、赦しに富み、
あわれみ深い。いつもありったけの豊かさをあらわし、両手いっぱいの
祝福をもって来られる。笑顔で「ほら、こんなに持ってきたよ。
遠慮しないで取って、楽しみなさい。」

What is God like? Abundant in grace and rich in forgiveness. God is merciful. 

The Lord puts His riches on display. The Lord comes Himself with His hands 

full. He comes to you, smiling. "Look what I have for you. Take it, enjoy it –

I'll be pleased to give it to you" Reinhard Bonnke





＊GREAT JOY 大きな喜び

＊ALL PEOPLE すべての人のため







マルコ １：１ （Mark １：１)

神の子イエス・キリストの素晴らしい福音の始まり。

The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God.



＊GOOD NEWS すばらしい知らせ

＊ALL PEOPLE すべての人のため



詩篇 ３０：５ （Psalm ３０：５）
主の怒りはつかの間に過ぎますが、その恵みは生きる限り続きます。
たとい、夜通し泣き明かすことがあろうと、朝には喜びが訪れます。

For his anger is but for a moment, and his favour is for a lifetime. 

Weeping may tarry for the night, but joy comes with the 

morning.



イザヤ ６１：３ （Isaiah ６１：３）
悲しむ者たちに、灰の代わりに美しさを、悲しみの代わりに喜びを、
憂いの心の代わりに賛美の服を着けさせる。

To grant to those who mourn, to give them a beauty instead of 

ashes, the oil of gladness instead of mourning, the garment of 

praise instead of a faint spirit.



＊GOOD NEWS すばらしい知らせ

＊GREAT JOY 大きな喜び



ルカ ２：１０-１１ （Luke ２：１０-１１）
私はこの民全体のためのすばらしい喜びを知らせに来たのです。
きょう、あなたがたのために、救い主がお生まれになりました。
この方こそ主キリストです。

I bring you good news of great joy that will be for all the people. 

For unto you is born this day a Savior, who is Christ the Lord.


