
Enjoy Christmas: With Jesus 
Luke 2:7 

クリスマスを楽しむ: イエス様と共に 

マタイ 1:23 

Setting: 

A. Christmas story 

 Setting: A stable in Bethlehem  

 Casts: Jesus, Joseph, Mary, shepherds  

 What if Jesus Christ isn’t the part of the cast? 

 The birthday is meaningful when you know the one 

you are celebrating 

 Without Jesus, Christmas is just another holiday 

B. Jesus Christ came to be with us 

 To Joseph, this was a big surprise, was not a part of 

the plan 

o Joseph was confused 

o God’s encouragement and reinforcement: 

I’ll be with you 

 Although life may not always go as you plan, God is 

always with you 

o Psalm 23 God = our (sheep) shepherd 

 Provide our needs (victory, comfort, 

mercy) 

 In every situation 

 God is behind you even when you 

are not seeking Him 

o Matthew 11:28-31 carries our loads with us 

 In the midst of our troubles, learn to know the 

power of God and trust instead of panicking  

 Jesus wishes to go home with you, not just to come 

and worship Him at the church 

 

聖句の背景:  

A. クリスマス・ストーリー 

 設定:ベツレヘムの馬小屋 

 キャスト:イエス、ヨセフ、マリヤ、羊飼い等 

 イエス・キリストがこのストーリーの中にいなければ？ 

 主人公を知っているから誕生日に意義がある 

 クリスマスにイエス様がおられなければ、他の祝日と変わらな

い 

B. イエス・キリストは、私達と共にいてくださる為にこの世

に来てくださった 

 インマヌエル=名前というより、意味、意義 

 ヨセフにとっては、計画の中に無かった、サプライズ 

o ヨセフの複雑な心境 

o 神様からの励ましと応援:私が共にいるから 

 人生は、計画通りには行かないかもしれないが、どんな時で

も神様が共にいてくださる 

o 詩篇 23神様＝私達（羊）の羊飼い 

 必要なもの（勝利・慰め・哀れみ）を備え

られる 

 どのような状況でも 

 神様を見つめていなくても、神様はあなたの

真後ろに 

o マタイ 11：28-31 共に荷をおって下さる方 

 問題がおきてもパニックに陥らず、神様の力を知り、信頼し

よう 

 イエス様は、お参りに行く神様ではなく、一緒に家に戻り人

生を共にしてくださる神様である 

Application: 

Live daily with Jesus Christ who was born to be with 

us 

 Don’t leave God at the church 

 How? 
o Obey like a sheep to the shepherd  Psalm 23 
o Look unto Jesus  Psalm 23  Hebrews 12:2 
o Develop a partnership, a tag team with Jesus 

Matthew 11 

聖句の適用方法:  

私達と共にいてくださる為に生まれてくださったイエス・キリス

トと向き合い、日々の人生で共にいていただこう 

 神様を教会において帰らないで下さい 

 どうすれば？ 

o 羊のように、素直に従う 詩篇 23 

o 神様と面とむかいあう 詩篇 23  ヘブル 12：2 

o パートナーシップ、タグ、2人 3脚を組む マタイ 11 

Prayer 

 Walk with us daily as we recommit to You, again 
to trust You and depend on You 

 Help us to look unto you instead of being 
distracted by other things in life 

いのり 

 もう一度あなたに頼り、委ねていきますので、私達と共

に日々を歩んで下さい 

 色々なものに惑わされずに、まずあなたと向い合えま

すように助けてください 
 


