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マルコ 16:3-6

そして、彼らは「だれが、
わたしたちのために、墓の
入口から石をころがしてく
れるのでしょうか」と話し
合っていた。ところが、目
をあげて見ると、石はすで
にころがしてあった。この
石は非常に大きかった。墓
の中にはいると、右手に真
白な長い衣を着た若者がす
わっているのを見て、非常
に驚いた。するとこの若者
は言った、「驚くことはな
い。あなたがたは十字架に
つけられたナザレ人イエス
を捜しているのであろうが、
イエスはよみがえって、こ
こにはおられない。ごらん
なさい、ここがお納めした
場所である。

Mark 16:3-6

and they asked each other, 
“Who will roll the stone away 
from the entrance of the 
tomb?” But when they 
looked up, they saw that the 
stone, which was very large, 
had been rolled away. As 
they entered the tomb, they 
saw a young man dressed in 
a white robe sitting on the 
right side, and they were 
alarmed.“ Don’t be alarmed,” 
he said. “You are looking for 
Jesus the Nazarene, who was 
crucified. He has risen! He is 
not here. See the place where 
they laid him.

マイナス

がプラス

になる

• 最近起きたマイナスな
事

• マリヤと女達のマイナ
スな出来事
– イエスの死
– 石が転がせない
– 将来への不安

• イエス≫プラスへ
– よみがえり・復活
– 墓が開いている
– 生きている・希望

• イエス・キリスト：
マイナス≫プラス（十
字架はかかるまでマイ
ナス「横棒」、かかれ
ばプラス）：勝利・希
望・平安・喜び

• Recent negative/minus 
experience

• Mary and ladies 
negative/minus 
experience
– Death of Jesus

– Can not move the stone

– Worry: future

• Jesus ≫ positive/plus
– Resurrection

– Stone has been rolled

– He is alive/Hope

• Jesus Christ: Negative ≫ 
Positive (cross=minus 
“vertical” to plus): 
Victory, Hope, Peace, Joy

裏切られても：赦し

• ペテロとユダの裏切り

• 裏切った人は必ず自分
が間違っている事を
知っている

• ペテロは悔い改め・ユ
ダは死を選んだ

• ペテロは赦され、後に
用いられた

• 自分では無理だけど、
イエス様の赦しを受け

• イエス様の赦しに満た
され、他の人も赦せて
いますか？

Even Betrayed: 
Forgiveness

• Betrayals: Simon Peter 
& Judas

• Betrayers always regrets 
(on their own)

• Simon Peter repented // 
Judas chose the death

• Simon Peter: forgiven & 
used

• Difficult to forgive but 
with God’s forgiveness

• Are you filled with God’s 
forgiveness to forgive 
others?
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重荷を負わされて
も：助け手が

• ヨハネ20:24-29

• 重い十字架を運ぶイエ
スに助け手が送られた

• マタイ11:28 すべて重
荷を負うて苦労してい
る者は、わたしのもと
にきなさい。あなたが
たを休ませてあげよう。

• あなたの人生で不理屈
な重荷を負わされてい
ません。愚痴るのでは
なく、神様に重荷を任
せられていますか？

Having to Carry 
Unnecessary Loads: Help

• John 20:24-29

• Jesus carrying heavy 
cross: Help was sent 

• Matthew 11:28 "Come 
to me, all you who are 
weary and burdened, 
and I will give you rest.”

• You may be having to 
carry unnecessary loads.
Don’t complain. Are you 
leaning onto God to help 
you carry?

侮辱されても：愛を

• ルカ 23:32-43

• 一人から侮辱されても、
全員が侮辱している訳
ではない。真実を知っ
ている人が必ずいる

• 侮辱された時、無視し
て自分を理解している
人に愛を注いだ

• 愛は否定出来ない
• イエス様の愛に溢れど
んな人にも心から愛せ
ていますか？

Even When You are 
Insulted: With Love

• Luke 23:32-43

• Just because one insults 
does not mean others 
feel the same way. There 
are always people that 
knows the truth

• We must learn to ignore 
the insult & focus on the 
one that understand and 
love

• Can’t deny true love

• Are you filled with the 
love of Jesus to love 
others?

全てが終わったよう
に思えても：希望

• ヨハネ12:24
• 死・終わりが新しい事の
始めである

• イエスの復活＝死への
勝利＝死は終わりではな
い＝希望

• クリスチャン：死は終わり
ではなく新しい始まりだ

• 人が終わりを決めるの
じゃない、神様が

• イエス様の希望を信じ望
めていますか？

Even When it Appears 
to be Over: Hope

• John 12:24
• Death/End = the 

beginning
• Resurrection of Jesus = 

Victory over death = 
Death is not the end = 
Hope

• To Christians, death is 
not the end but the 
beginning

• We don’t decide the end, 
God does

• Have you been truly 
believing the hope of 
Christ?

• イエス様にマイナスを
プラスに変えて頂く為
に：

– あなたの赦しを体験し、
他の人も赦せるように助
けてください

– 必ず助けてくださること
を信じ、あなたに頼りま
す

– あなたの愛に溢れ、無条
件にその愛を分かち合え
るように導いてください

– あなたの希望で満たして
ください

• To allow Jesus to turn 
minuses to pluses:

– Allow us to experience 
Your true forgiveness. So 
that we can forgive others.

– Help us to believe that You 
will always help. We lean 
onto You.

– Overflow us with Your love 
so that we can share the 
same love with others.

– Fill us again with Your 
hope.


