
Enjoy Christmas: Sharing Love by actions 

John 3:16 

クリスマスを楽しむ: 愛ある行動で分かち合う 

ヨハネ3:16 

Setting: 

A. The birth of Christ has significance for your life 

 BC & AD: The history is centered around the birth of 
Christ 

 History = His (Jesus Christ) Story 
 What’s the significance of the birth of Christ in your 

life? 
 Christ was born for you 

B. Christ was born as a display of love toward you 

 God is love 1 John 4:8 
 God Himself is love. In another words, Christ is the 

visible (physical) display of love 
 That does not mean that God didn’t love us ‘till John 

3, but at John 3, He showed love by an action & a gift 
 5 Love Language (Gary Chapman) 

a. Words of Affirmation 
b. Quality Time 
c. Receiving Gifts 
d. Physical Touch 
e. Acts of Service 

 Through the birth of Christ, God showed us His love 
C. How are you displaying love toward people around 

you in a daily basis? 

D. Because Christ was born for you, celebrating 

Christmas is about the birth of Christ but also about 

you as well 

聖句の背景:  

A. キリストの誕生にはあなたにも大いなる意義がある 

 BC と AD：歴史は、キリストの誕生を中心に描かれている 

 Historyは His （イエス・キリスト）story です 

 キリストの誕生はあなた自身にどういう意味がありますか？ 

 キリストはあなたの為に生まれられた 

B. キリストはあなたへの愛の表現として生まれられた 

 神は愛なり 1 ヨハネ 4:8 

 神様自身は、愛である。すなわち、キリストは神様が目に

見える形（物理的な）の愛の表現である 

 神様は、ヨハネ 3章まで、人間を愛しておられなかった訳で

はないが、ここで神様は行動と贈り物として愛を示された 

 愛を伝える 5 つの方法（ゲーリー・チャップマン） 

a. 肯定的な言葉 

b. 意義ある時間を共有する 

c. 贈り物 

d. ふれあい 

e. 仕える行動 

 キリストの生誕によって神様は私達に愛を伝えられた 

C. あなたは、日々どのように、周りの人に愛を表して

いますか？ 

D. キリストはあなたの為に生まれられた、だからクリス

マスはキリストの生誕を祝うのと同時にあなたの

為のものでもあります 

Application: 

By being filled with God’s love, we can enjoy the true 

meaning of Christmas by sharing that through act of 

service and giving gifts 

 What is God’s love to you? 

 Without being filled, you can’t share 

 How are you going to be filled with God’s love this 
Christmas? 

 When we empty ourselves & come before Him 
humbly, He’ll never let us go empty. Instead, He’ll fill 
us beyond our capacity of receiving with His blessing 
& love Mark 8:1-9 

 How are you going to share God’s love with people 
around you? By actions or gifts!? 

聖句の適用方法:  

神様から溢れんばかりの愛で満たして頂き、それを仕える行

動や贈り物をもって分かち合う時に本当の意味のクリスマ

スを楽しく味わう事ができる 

 あなたにとって神様の愛とはどのような物でしょうか？ 

 満たされてないと、分かち合えない 

 あなたは、このクリスマス、どうやって、神様の愛で満たされる

ようになるのか？ 

 自分自身を空っぽにして、神様へさらけ出す時に、神様

は、決して私達を空で帰されない。それよりも、私達を一杯

にして、帰らされる。神様は私達の受け入れられるキャパ以

上の祝福と愛を与えられる方です マルコ 8:1－9 

 あなたは、このクリスマスどうやって、周りの人に神様の愛を

分かち合えるでしょうか？ 行動や贈り物を持って!? 

Prayer 

 I receive you once again as my God and my Savior as 

I thank You for loving me, and born for my salvation 

 Fill us with Your unconditional love as we empty 

ourselves to seek You 

 Lead us to show God’s love with others by actions 

not just by words 

いのり 

 わたしを愛し、そして私の救いの為に生まれてくださっ

た事を感謝し、もう一度あなたを心から私達の人生

に、私の神であり救い主として受け入れます 

 私達自身を空っぽにして、あなたを求めますので、その

無条件の愛で私達を満たして下さい 

 口先だけではなく、行動をもって実質的に人々や神様

に愛を示せるように導いて下さい 
 


