
Because He Lives: Sorrow into joy 
John 16:20-22 

主が生きておられるから: 悲しみが喜びに 

ヨハネ 16:20-22 

Setting: 
A. Why were they sad? 

 The death of Christ=Fear of not having the 
leader physically 

 Judas’ betrayal 
 Persecution 

B. Why should they rejoice? 
 Victory over death = Resurrection 
 Promises from the Bible 

o the Helper (= Holy Spirit)…I will send Him to 
you John 16:7 

o In Me you may have peace…but be of good 
cheer, I have overcome the world.” John 
16:33 

o Weeping may endure for a night, But 
joy comes in the morning. Psalm 30:5 » 
When it is God’s timing. Morning will come 

o You have turned for me my mourning into 
dancing; You have put off my sackcloth and 
clothed me with gladness Psalm 30：11 

聖句の背景:  

A. なぜ悲しかったか？ 

 キリストの死=リーダーがいなくなる不安 

 ユダの裏切り 

 迫害 

B. なぜ喜ぶのか？ 

 死への勝利=復活 

 聖書の約束 

o あなたがたのところに助け主（＝聖霊） ヨハネ 16:7 

o わたしにあって平安を得るためである…わたしはすでに

世に勝っている ヨハネ 16：33 

o 夜はよもすがら泣きかなしんでも、朝と共に喜びが来

る。詩篇 30：5»神様の時が来れば、朝は必ず来る 

o あなたはわたしのために、嘆きを踊りにかえ、荒布を解

き、喜びをわたしの帯とされました。詩篇 30：11 

Application: 

The story may begin with sadness and 

heartache, but His story always ends 

happily. 

 This story begin with Judas’ betrayal as well as 
arrest and the death of Christ, but it ends 
happily with the resurrection 

 The real joy is not temporary but permanent 
 Haven’t we decided the conclusion in the 

middle of the story? 
o God is responsible to finish the story that He 

has began 
o looking unto Jesus, the author and finisher 

of our faith, who for the joy that was set 
before Him endured the cross, despising the 
shame, and has sat down at the right hand of 
the throne of God Hebrews 12:2 

 Where do we find a joy? Joy can be found in 
the presence of God  Psalm 16:11  In Your 
presence is fullness of joy 

 Judas=couldn’t depend completely, and left from 
the presence of God in the middle of communion 

 Through having a communion, we accept what 
God does in our lives, and we recommit to walk 
with Him by following the Head as a part of the 
body of Christ 

聖句の適用方法:  

最初は、悲しくつらかっても、主のストーリーは、必ず最後は

ハッピーエンディングです 

 ユダの裏切り、キリストの逮捕と死刑は悲しく辛いお話です

が、最後に復活というハッピーエンディングで終わります 

 真の喜びは一時的ではなく、恒久的です 

 話しの途中で、結論を決めつけていませんか？ 

o 神様の始められたストーリーを完結する責任をもっておら

れるのは、神様自身です。 

o 信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰

ぎ見つつ、走ろうではないか。彼は、自分の前におかれ

ている喜びのゆえに、恥をもいとわないで十字架を忍

び、神の御座の右に座するに至ったのである。ヘブル
12：2 

 悲しみを喜びに変える秘訣=神様（作者）に私達のスト

ーリーを委ねきり、神様の臨在の中で共に歩む 

 喜びは何処に？喜びは、神様の臨在の中にある 詩篇

16：11 あなたの前には満ちあふれる喜びがあり 

 ユダ=委ねきれずに、聖餐の途中で神様の前から去ってし

まった 

 聖餐によって、私達は、再度神様のなされる事を受け入

れ、神の体の一部として、その頭に委ね従い、共に歩む事

を再度誓う 

Prayer: 
 Guide us as we thank You for Your 

complete victory, and that we depend on 
You even when we have a tough time 

 Strengthen our faith to not to quit or give 
up in the middle 

 Fill us with Your Holy Spirit and fil us with 
Your joy 

いのり: 

 あなたが全てに勝利をして下さっている事を感謝し、

全てを委ねて歩んでいきますので、私達が辛く悲しくて

も、助け導いてください 

 途中で諦めたり、辞めたりしないように、更なる強い信

仰を与えてください 

 聖霊の満たしをもって、私達を喜びで満たしてください 


