
Enjoy Christmas: Don’t forget your priority even when 
you are too busy 

Luke 2:7 

クリスマスを楽しむ: 忙しくても何が大事かを忘れずに 

ルカ 2:7 

Setting: 

A. Christmas is a busy season 

B. People who were too busy at the birth of Jesus 

 Inns who couldn’t find a space: Luke 2:7 
o Lost an opportunity to celebrate the birth of Jesus 

Christ at their own inn 
o What would you have done? 

 The king who couldn’t make a time: Matthew 2:1-8 
o Lost an opportunity to encounter Jesus and to be 

blessed because he sent someone else instead of 
him 

o Lost his mind because he was too busy  Matthew 
2:16-18 

 Haven’t you been too busy to lose an opportunity to 
be blessed by God? 
o Time 
o Space in your life: heart, soul, life style 
o Priority 

C. Who came even they were busy? 

 3 wise men who sacrificed:  Matthew 2:1-11 
o Sacrificed because it was important 
o Took a time from far away 
o Instead of the king who was too busy 

 Shepherds who came without a hesitance  Luke 2:8-
20 
o Excuse will always be there for you, opportunity 

won’t 

聖句の背景:  

A. クリスマスは、忙しい時期 

B. イエス・キリストの誕生時に、忙し過ぎた人々 

 スペースが備えられなかった、宿屋:ルカ 2:7 
o イエス・キリストの降誕という、一大イベントを、自分

の宿で祝うというチャンスを失った 
o みなさんなら、どうしていましたか？ 

 時間が作れなかった、王:マタイ２:1-8 
o 代わりの人に行かせた為に、イエス様と出会う事、そ

してその祝福を受ける事が出来なかった 
o 忙しすぎて、理性を失った  マタイ２:16-18 

 忙しすぎて神様の祝福を受けるチャンスを失っていません
か? 
o 時間 
o 人生のスペース:心、魂、ライフ・スタイル 
o 優先順位 

C. 忙しい中でもわざわざ来た人々は誰？ 

 犠牲を払った、3人の博士達  マタイ 2:1－11 
o 犠牲を払ってでも：大事な事だから 
o 時間と労力をかけて遠くから 
o 忙し過ぎた王の代わりに 

 躊躇せずに行動に起こした、羊飼い達 ルカ 2:8-20 
o 言い訳はいつでも見つける事が出来るが、チャンスが

いつもある訳ではない 

Application: 

When we make a time and a space in our soul for God 

even when we are busy, we will be filled with the joy 

and the blessing of Christmas in an intended way 

 There’s always a rest in the presence of God  Exodus 

33:14 »  the principle of Sabbath = the rest we find in 
being filled with the Holy Spirit 

 In the presence of God is a joy  Psalm 16:11 
 Matthew 1:23  Being there together VS Sharing a 

quality me  God wants to be with you. Are you having 
a quality time with God? 

 How can we spend a quality time with God? 
o Matthew 6:33: When we seek God first, God will 

take care the rest=promise 
o With prayer, worship and praise 

聖句の適用方法:  

どんなに忙しくても、神様の為の時間を作り、我々の心にお

迎えし、神様と意義あるお交わりの時間を持つ時、私達は

クリスマスの喜びと祝福で満たされる 

 どんなに忙しくても神様のおられる所には、安息がある=忙
中有閑 出エジプト 33:14 » 安息日の原理=聖霊
の満たしと臨在の中にある安息 

 神様のおられる所には、喜びと楽しみがある 詩篇 16:11 
 マタイ 1:23 一緒にいる VS 意義ある時間を共有する 
» 神様は一緒におられようとしています、あなたは、神様と
共に意義ある時間を過ごせていますか？ 

 どうやって、神様と共に意義ある時間を過ごせるか？ 
o マタイ 6:33：神様を第一としていれば、全ては神様

が備えて下さる=約束 
o 祈りと礼拝、賛美をもって 

Prayer 

 Fill us with your Holy Spirit, and Your rest & joy as 

we seek you with prayer, worship and praise 

 As we seek You first, please provide all of our needs 

and victories for our problems 

 Guide us and give us the wisdom to seek You first 

even when we are busy 

いのり 

 祈りと、礼拝と賛美をもって、あなたを求めて行きます

ので、聖霊で私達を満たし、安息と喜びで満ち溢れさ

せて下さい 

 まずあなたを第一といたしますので、全ての必要を満

たし、私達の問題への勝利をお与え下さい 

 忙しくても、あなたを求める事を第一とできるように、

知恵を与え導いて下さい 



 


