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Jesus is God Almighty manifest in the flesh, the express image of God; 
the Creator of the world. 

(Isaiah 9:6; Colossians 1:15; John 1:3; Colossians 1:16)

He came to this world [in the form of a man] as the Son of God, to save us. He died 
for our sins so that we can receive forgiveness of our sins, and to know and experi-
ence the love of God and His plan for our lives. [Romans 6:23]
● Jesus is the only one who has the answer to a meaningful life. [John 10:10]
● For His love for us He died for our sins. [Romans 5:8]
● He died...was buried...but He rose from the dead on the third day. [1 Corinthians 
　15:3-4]
● He is the only way to know and experience God’s love and plan for our lives. He 
　said, “I am the Way and the Truth and the Life. No one comes to the Father except 
　through me. [John 14:6]
● He came into the very world He created, but the world didn’t recognize Him. He 
　came to His own created people, and even they rejected him. But to everyone who 
　believes Him and accepts Him, He gives the right to become a child of God. 
　[John 1:10-12]

イエスは偉大な神の人としての形、神のイメージ、全世界の創造主 
(イザヤ書 9:6; コロサイ1:15; ヨハネ1:3; コロサイ1:16)

私たちを救うために人の形をもって、神の御子としてこられた。 私たちの罪が許されるために死な
れ、私たちがその死を通して神の愛と計画を経験できるようにした。 [ローマ6:23]
● 意味のある人生への答えはイエスにあります。 [ヨハネ10:10]
● 私たちを愛し、私たちの罪が許されるために死んだ。 [ローマ5:8]
● イエスは新で、洞窟に葬られた。でも３日後によみがえった。 [1 コリント15: 3-4]
● 渡したの人生の計画、そして愛を経験するにはイエスの他に道はない。イエスは言われた。私が
　道であり、真理であり、いのちなのです。私を通してでなければ、だれひとり父のみもとに来ること
　はありません。 [ヨハネ14:6]
● この方はもとから世におられ、世はこの方によって造られたのに、世はこの方を知らなかった。こ
　の方はご自分のくににこられたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかし、この方を受け入れ
　た人々、すなわち、その名を信じた人々には、神の子どもとされる特権をお与えになる。 
　[ヨハネ1:10-12]



  WHY DO I HAVE TO KNOW JESUS? 
なぜイエスを知らなければいけないの？

God’s ultimate desire is for every person to have a relationship with Him so He 
can help us to fulfill our life’s purpose and true destiny.
● “Do you think that I like to see wicked people die? says the Sovereign Lord. Of course 　
　 not! I want them to turn from their wicked ways and live... For this is  good and accept-
　 able in the sight of God our Saviour; Who will have all men to be saved, and to come 
　 unto the knowledge of the truth.”... He does not want anyone to perish, but He wants all 
　 people to change their hearts and lives. 　　[Ezekiel 18:23, 1 Timothy 2:3-4; 2 Peter 3:9]

神は全ての人々が自分自身と関係を持つ事を望んでいます。そうすればその人の運命へと導く事
ができるからです。
● わたしは悪者の紙を喜ぶだろうか。神である主の御告げ。彼がその態度を悔い改めて、生きる事を喜 ば
　 ないだろうか・・・そうすることは、私たちの救い主である神の御前において良い事であり、喜ばれる事な
　 のです。神は、全ての人が救われて、真理を知るようになるのを望んでおられます。

[エゼキエル18:23、１テモテ2:3-4、２ペテロ3:9]

God loves you and He has a wonderful plan for your life.
● Greater love has no man than this, that a man lay down his life for his friends... For God 
　 so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him 
　 should not perish, but have everlasting life. 　　　　　　　　　[John 15:13, John  3:16]

神はあなたのことを愛し、あなたの人生のために素晴らしい計画をお持ちです。
● 人がその友のためにいのちを捨てるという、これよりも大きな愛はだれも持っていません。神は、実に、
　 そのひとり子をお与えになったほどに、世を愛された。それは御子を信じる者が、ひとりとして滅びること
　 はなく、永遠のいのちを持つためである。 　　　　　　　　　　　　　　　[ヨハネ15:13、ヨハネ3:16]

This is God’s plan for you / 神が用意したあなたの人生の計画はこれです
　“For I know the plans I have for you,” declares the Lord, “plans to prosper you and not
　to harm you, plans to give you hope and a future... and ... I came that “you" may have 　
　and enjoy life, and have it in abundance (to the full, till it overflows).
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  [Jeremiah 29:11, John 10:10]
　わたしはあなたがたのために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ。それはわざわいでは
　なくて、平安を与えるためのものだ。わたしが来たのは、羊がいのちを得て、またそれを豊かに持つため
　です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    [エレミヤ29:11、ヨハネ10:10]

　Confess to God that you are sorry of all the sins you have committed. Declare that 　
　from today you want to turn from your own ways and have Him to direct your life.
　神に今までの罪を告白し、謝る事。そして今日から自分の勝手な生き方ではなくて神の導きによって
　生きると宣言しましょう。

　Ask and be baptized by immersion in the name of the Lord Jesus Christ. 
　イエス・キリストの御名により、水に完全に浸されることによってバプテズマを受ける。

　God will fill you with the gift of His Holy Spirit as you thank Him.
　神はあなたを聖霊で満たすので、感謝しましょう。

　“Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the 　
　forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit.  [Acts 2:38]
　悔い改めなさい。そして、それぞれ罪を許していただけるために、イエス・キリストの名によってバプ
　テズマを受けなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けるでしょう。[使徒行伝2:38]

　Begin to study God’s word and live according to it.
　神の御言葉を勉強し、それに沿って生きる。

　“You are truly my disciples if you remain faithful to my teachings. And you will know 
　the truth, and the truth will set you free.” [John 8:31-32 (NLT)]
　私の言葉にとどまるなら、あなたが本当に私の弟子です。そしてあなたがたは真理を知り、真理はあ
　なたがたを自由にします。[ヨハネ8:31-32]

  HOW DO I BEGIN A RELATIONSHIP WITH JESUS? 
イエスと関係を始めるにはどうすればいい？

STEP 1　 　REPENTANCE　/　悔い改め

STEP 2　 　BAPTISM　/　バプテズマ（洗礼）

STEP 3　 　HOLY SPIRIT　/　聖霊の賜物

STEP 4　 　GOD’S WORD　/　神の御言葉
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