God’s Simple Plan of Salvation taken from I John
Introduction
The Bible is very clear that you can know for sure that when you die that you can go to heaven. The
question is do you believe what God says in his word. Now 1 John 5:13
I John 5:13
これらのことをあなたがたに書きおくったのは、神の子の御名を信じるあなたがたに、永遠のいのち
を持っていることを、悟らせるためである。

1. We are all sinners!
It is not hard to admit that we all have done things that we know is wrong, but yet we do them anyway.
That is called sin! We all are guilty of it we have been doing it since we were born.
I John 1:8
もし、罪がないと言うなら、それは自分を欺くことであって、真理はわたしたちのうちにない。
I John 5:16-17
もしだれかが死に至ることのない罪を犯している兄弟を見たら、神に願い求めなさい。そうすれば
神は、死に至ることのない罪を犯している人々には、いのちを賜わるであろう。死に至る罪がある。
これについては、願い求めよ、とは言わない。
不義はすべて、罪である。しかし、死に至ることのない罪もある。
I John 3:6
すべて彼におる者は、罪を犯さない。すべて罪を犯す者は彼を見たこともなく、知ったこともない者
である。

We are all sinners!

2. There is a cost for your sin!
I John 5:19
また、わたしたちは神から出た者であり、全世界は悪しき者の配下にあることを、知っている。
I John 5:12 御子を持つ者はいのちを持ち、神の御子を持たない者はいのちを持っていない。
I John 3:15
あなたがたが知っているとおり、すべて兄弟を憎む者は人殺しであり、人殺しはすべて、そのうちに
永遠のいのちをとどめてはいない。

3. Jesus died and paid for our sins on the cross!
I John 4:10
わたしたちが神を愛したのではなく、神がわたしたちを愛して下さって、わたしたちの罪のために
あがないの供え物として、御子をおつかわしになった。ここに愛がある。

Christ died for sinners!
I John 4:2-3
あなたがたは、こうして神の霊を知るのである。すなわち、イエス・キリストが肉体をとってこら
れたことを告白する霊は、すべて神から出ているものであり、
イエスを告白しない霊は、すべて神から出ているものではない。これは、反キリストの霊である。あ
なたがたは、それが来るとかねて聞いていたが、今やすでに世にきている。
I John 5:11
そのあかしとは、神が永遠のいのちをわたしたちに賜わり、かつ、そのいのちが御子のうちにあると
いうことである。

4. We must put our faith and trust in Christ alone!

I John 5:14-15
わたしたちが神に対していだいている確信は、こうである。すなわち、わたしたちが何事でも神の御
旨に従って願い求めるなら、神はそれを聞きいれて下さるということである。
そして、わたしたちが願い求めることは、なんでも聞きいれて下さるとわかれば、神に願い求めたこ
とはすでにかなえられたことを、知るのである。
Romans 10:9-10,13
すなわち、自分の口で、イエスは主であると告白し、自分の心で、神が死人の中からイエスをよみ
がえらせたと信じるなら、あなたは救われる。なぜなら、人は心に信じて義とされ、口で告白して救
われるからである。

If you want to accept Jesus Christ as your Savior and receive forgiveness from God, here is
prayer you can pray. Saying this prayer or any other prayer will not save you. It is only trusting
in Jesus Christ that can provide forgiveness of sins. This prayer is simply a way to express to
God your faith in Him and thank Him for providing for your forgiveness.
私は、
罪の結果を受けるべき者です。しかし、私はイエス·キリストを私の救い主として信じ
ます。私は、イエスさまが死んでよみがえられたおかげで、私に赦しが与えられた事
を信じます。イエスさまに信頼します。イエスさまだけがわたしの主であり救い主で
す。主よ、私の救いと赦しを感謝します。アーメン。」
If you just prayed that prayer — according to the Word of God — YOU ARE SAVED! HALLELUJAH!
You say, but I don't feel any different. Guess what? Your salvation does not depend on your feeling. It ALL
depends on doing what God SAID!
God said if you receive and trust in Jesus Christ you are saved. Notice it does NOT say you "might" or "could"
be saved — but "shall be saved". YOU ARE SAVED!
なぜなら、「主の御名を呼び求める者は、すべて救われる」とあるからである。 Romans 10:13
Didn't you just believe on the Lord Jesus Christ? Look at what John 3:36 says! It says you HATH
EVERLASTING LIFE! Not "maybe" or "hope so" — BUT HATH — YOU ARE SAVED!
御子を信じる者は永遠の命をもつ。御子に従わない者は、命にあずかることがないばかりか、神の怒
りがその上にとどまるのである」。 John 3:36
Friend, if you prayed the prayer and received Jesus Christ — YOU ARE SAVED! You did what God said —
AND GOD CANNOT LIE!
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