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MESSAGE NOTES 
神様の救いの計画  

 ヨハネの福音書 3:16 

ブラウン・ジェームズ 

1. 永遠の計画 

私たちを救うための神様の計画は、世界の創造以前からあり、永遠に変わることはありませ

ん。神様は初めから全てを支配しておられ、私たちは一度も独りぼっちではないのです。 
 

エレミヤ書 29:11 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、平安を与える計画であり、あなたがたに

将来と希望を与えるためのものだ。  

これは福音という良い知らせです。神様は私たちを愛し、私たちと共にいて、私たちの味方な

のです。そして、この計画、すなわち私たちに希望と将来を与える永遠の救いの計画は、すべ

てイエス様によって成就するのです。 

2. 永遠の救い主  

イエス様は最初のクリスマスに存在し始めたわけではありません。聖書には、イエス様は、

「初めに神とともにあり、神であり、そしてすべてのものは、この方によって造られた。」と

書かれています。このすべてをお造りになった神様は、私たちが神様と正しい関係を回復でき

るように、私たちのところに来て下さり、私たちによって殺されることを許されたのです。 

ヨハネの福音書 1:4 この方にいのちがあった。このいのちは人の光であった。 
 

イエス様を知り、イエス様が私たちのために十字架で支払われた代価を受け入れることによっ

て、私たちはこのイエス様の永遠の命の光を経験することができます。 
 

3. 永遠のいのち 

私たちがイエス様を受け入れ、イエス様に従うことを選ぶと、イエス様は永遠のいのちという

贈り物を私たちに与えてくれます。このいのちは、イエス様を受け入れた瞬間から始まり、イ

エス様を知り、イエス様と個人的な関係を持った結果なのです。 

ヨハネの福音書 17:3 その永遠のいのちとは、彼らが唯一のまことの神であるあなたと、あな

たの遣わされたイエス・キリストとを知ることです。  

個人的な 1対 1のレベルで神様を知ることができるのは、私たちに与えられた最大の贈り物

であり、最上の特権です。イエス様との関係は、人生で最も貴重なものであり、それゆえに人

生の最優先事項であるべきものです。 
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MESSAGE NOTES 
God’s Plan of Salvation  

John 3:16  
                                                               James Brown 

 

1. An eternal plan 
God’s plan for our salvation has been in place from before the creation of the world 
and it will remain unchanged for all eternity. God has been in control from the start, 
we have never been alone. 

Jeremiah 29:11 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.” 

This is the good news of the gospel. God loves us, He’s with us and He’s on our side. 
And this plan, this eternal plan of salvation to give us a hope and a future, all finds it’s 
fulfilment in Jesus. 

2. An eternal saviour 
Jesus didn’t just come into existence at Christmas time. It says in the Bible that He was 
with God in the beginning, that He was God and that all things were created through 
Him. This God of all creation came to us and allowed Himself to be killed by us, in 
order to restore us to a right relationship with Him. 

John 1:4 In Him was life, and that life was the light of all mankind. 

Through getting to know Jesus, through accepting the price He paid on the cross for 
us, we get to experience this light of His eternal life. 

3. Eternal life 
When we accept Jesus and choose to follow Him, He then gives us the gift of His 
eternal life. This life begins from the moment we accept Jesus and is a result of 
knowing Him and having a personal relationship with Him. 

John 17:3 Now this is eternal life: that they know you, the only true God, and Jesus 
Christ, whom you have sent. 

To be able to know God on a personal one to one level is the greatest gift, the 
greatest privilege we have been given. Your relationship with Jesus is the most 
precious thing in your life and it should also therefore be your number one priority in 
life. 


