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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　司式　杉山昌樹牧師 

　  前 　　　　 奏　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　奏楽　豊島慶子姉
　  開　会　招　詞　　詩篇２４：７－１０

＊  賛　  美　　歌　　１５：１

1. わが主の御業は　ことごと正し、妙なるみむねに　凡てを任せん。 
み わ ざ ただ たえ すべ まか

主はわが神なり、ともしき時のわがたすけなり。アーメン 

＊  開　会　祈　祷　

　  罪　の　告　白　 祈祷書2　罪の告白①

神よ、わたしを憐れんでください。御慈しみをもって。深い御憐れみをもって、背きの罪をぬぐい去っ
かみ あわ おんいつく ふか おんあわ そむ つみ さ

てください。わたしの咎をことごとく洗い、罪から清めてください。わたしは咎のうちに産み落とされ、
とが あら つみ きよ とが う お

母がわたしを身ごもったときも、わたしは罪のうちにあったのです。わたしを洗ってください。雪よりも
はは み つみ あら ゆき

白くなるように。神よ、わたしの内に清い心を創造し、新しく確かな霊をさずけてください。救いの喜び
しろ かみ うち きよ こころ そうぞう あたら たし れい すく よろこ

を再びわたしに味わわせ、自由の霊によって支えてください。主よ、わたしの唇を開いてください。この
ふたた あじ じ ゆ う れい ささ しゅ くちびる ひら

口は、あなたの賛美を歌います。　　　主イエス・キリストの御名によって。ア－メン。　　(詩編51)
くち さ ん び うた しゅ い え す き り す と み な

　

罪の赦しの宣言　　

十　　　　　戒　　 祈祷書4
1. あなたは、わたしのほかに、何者をも神としてはならない。

なにもの かみ

2. あなたは自分のために刻んだ像を造ってはならない。それにひれ伏してはならない。それ
２ じ ぶ ん きざ ぞう つく ふ

に仕えてはならない。
つか

3. あなたは、あなたの神、主の名を、みだりに唱えてはならない。主は、
かみ しゅ な とな しゅ

　　み名をみだりに唱える者を、罰しないではおかない。
な とな もの ばっ

4. 安息日をおぼえて、これを聖とせよ。
あんそくにち せい

5. あなたの父と母を敬え。
ちち はは うやま

6. あなたは殺してはならない。
ころ

7. あなたは姦淫してはならない。
かんいん

8. あなたは盗んではならない。
ぬす

9.あなたは隣人について偽証してはならない。
りんじん ぎしょう

10.あなたは隣人の家をむさぼってはならない。隣人の妻、またすべて隣人
りんじん いえ りんじん つま りんじん

　　のものをむさぼってはならない。　　　　　(出エジプト20、申命記5)

＊  賛　　美　　歌　　 ３６：１
1. 十字架の下ぞ　いと安けき、神の義と愛の　あえるところ、 

もと

あらし吹くときの　いわおのかげ、荒野の中なる　わが隠れ家。アーメン 
あれ の かく が

　 
公 同 の 祈 祷  　21　救済史祈祷 ② ノア契約

天と地と海と、その中の全てのものをお造りになった、活けるまことの神さま、かつ
てん ち うみ なか すべ つく い かみ

て、あなたは、大洪水によって罪に陥った人類を滅ぼし、ノアによって用意された箱舟に
だいこうずい つみ おちい じんるい ほろ よ う い はこぶね



乗った者だけを救われました。今、あなたは、教会で救い主キリストを信じる者が、洗礼
の もの すく いま きょうかい すく ぬし しん もの せんれい

の水によってキリストと共に葬られ、キリストと共によみがえる約束を与えてくださること
みず とも ほうむ とも やくそく あた

を心から感謝します。仲保者キリストは、大洪水ののちに現れた、約束の虹のように、天地
こころ かんしゃ ちゅうほしゃ だいこうずい あらわ やくそく にじ て んち

を結び、あなたとわたしたちとを結ぶ、救いの架け橋となってくださったことを心から喜
むす むす すく か ばし こころ よろこ

び、御名を賛美します。アーメン。
み な さん び

(創世記6～9、Iペトロ3、ローマ6、「聖書」一)
献　　　　　 金　　　（黒）教会活動・（赤）東部中会中高生修養会　　　70
　　　　今献ぐるそなえものを　主よ　清めて受けたまえ　アーメン　
（子どもプログラム）
聖　書　朗　読　　箴言8：12－21(旧約 p.1000)
　　　　　　　　　コロサイの信徒への手紙2章6-10節(新約 p.370) 

説　　教・祈祷　　「新たにつくられた人」　杉山昌樹牧師
＊  賛　  美　　歌　   ７９：1，2　
1. キリストにはかえられません　世の宝もまた富もこのおかたがわたしに　代わって死ん
だゆえです。(おりかえし)　世の楽しみよ去れ、世のほまれよ行け。キリストにはかえら
れません、世の何ものも。 
2. キリストにはかえられません　有名なひとになることもひとのほめることばも　このこ
ころをひきません　(おりかえし) 
＊  主　の　祈　り　  　祈祷書1

 天にまします我らの父よ
てん われ ちち

 願わくは御名をあがめさせたまえ
ねが み な

 御国を来たらせたまえ　 御心の天になるごとく  地にもなさせたまえ
みくに き みこころ てん ち

 我らの日用の糧を  今日も与えたまえ
われ にちよう かて き ょ う あた

 我らに罪を犯す者を我らが赦すごとく 我らの罪をも赦したまえ
われ つみ おか もの われ ゆる われ つみ ゆる

 我らを試みに会わせず  悪より救い出したまえ
われ こころ あ あく すく いだ

 国と力と栄えとは  限りなく汝のものなればなり　　ア－メン。
くに ちから さか かぎ なんじ

＊  頌　　　　　栄　  　６６　
世をこぞりて、ほめたたえよみ さかえつきせぬ、あまつかみを。アーメン
＊  祝　　　　　祷　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　　　

　  後　　　　　奏　　 （黙祷）   

　　報　　　　　告     　　　　門脇献一長老（司会・受付　次週：雨宮信長老）　　　 

本日　受付 １階：古澤迪子・加藤良明執事　２階：佐藤紀子執事 ／　ZOOMホスト・録音：門

脇光生 

次週　受付 １階：星野房子・森永美保執事　２階：那珂信之執事 ／　ZOOMホスト・録音：森

川莞太　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　※　２グループ制により、長老も１階と２階に一名ずつ加わります。



コロサイ2：6-10「新たにつくられた人」
教会の生き方
今日の説教題は「新たにつくられた人」としました。誰のことかと言いますと、私たちです。教会に
集まっている一人一人です。あるいは、まだ洗礼を受けておられない方でしたら、これから「新たにつ
くられる」ことになります。そこで大切なのは、キリストを信じるというのは、頭のことではないとい
う単純な事実です。6節の最後は「歩みなさい」となっています。もちろん比ゆです。言いたいのは生
きること、私たちに与えられた人生を生きること、生きること全体です。そこがすでに新しくなる、と
いうのがキリスト教信仰だ、とパウロはこういいたいのです。では人生が新しくなるとはどういうこと
なのかですが、それは、イエス様を受け入れることから始まるというのです。

主キリストを受け容れるとは
あなた方は、主キリスト・イエスを受け入れたのですから、と6節にあります。これがすでにかなり
神学的な言葉です。全く初歩的なことで、退屈に感じられるかもしれませんが、そもそも、主という言
葉は、旧約聖書の伝統においては、神様を指す言葉です。しかし、ここではイエス様を主としていま
す。そうであれば、これは、ナザレのイエス、十字架につけられ死んでしまい、しかし、弟子たちの証
言によれば三日目に復活したとさているイエスは実は神様そのものであるお方であった、ということ
を認める、そういう言い方です。さらに、キリストという言葉が来ます。これもまた、旧約伝統では、
油を注がれたもの、即ち、神様から特定の役割を与えられた者の意味です。多くの場合、その役割と
は、王、預言者、祭司としてのそれですけれども、時代が進みますと世を救うものというイメージとも
結びついていきます。この世界を救ってくれる人という役割を持ったイエス、という意味で、キリス
ト・イエスという言い方をするのです。そして、実は、イエス様とはこのような方なのだ、ということ
を我々が「そうなんだ」と気づく、ということがすでに不思議なことです。ある力の中にいるしるしで
す。言い換えますと神様が私たちに何らかの形で働きかけておられなければ起こらないことです。逆か
ら言えば、わたしたちがイエス様を主キリストとして受け入れるということは、この神様のお働きの中
にすでに入っている、ということにもなるのです。このコロサイの手紙の書き方では、あなたたちはも
うそういうものになっているでしょ、神様を受け入れたでしょ、だから、その神様の影響力の中で生
きているのではないですか、こういいたいのです。

キリストの内に－根を下ろした生活
あるいは、この6節の最後の所で、キリストに結ばれてとあります。これはこれでよい訳ですけれど
も、新しい協会共同訳では「キリストにあって歩みなさい」としています。どちらかと言いますとこち
らがギリシア語聖書に近いのです。それはイエス様において、イエス様の中で生きていく、こう言いか
えることもできます。最初に確認しました通り、あゆむ、即ち生きるですから、イエス様を信じる、受
け入れるというのは、繰り返しになりますけれども、頭のことではないのです。イエス様と一緒に、イ
エス様の中で生きていく、こういうことです。あるいは、続く7節では、キリストに根を下ろして、と
あります。これもまた譬えの言葉です。神様の働きかけの中にいる人生というのは、イエス様から養分
をいただいてイエス様によって形作られていく、イエス様によって自分を造り上げていく、そのような
生き方になっていくのだ、というのです。その場合に、拠り所になるのは、「教え」です。「教えられ
た通り」とあります。これはある関係を前提としています。教会の交わりがあるのです。私たちであれ
ば礼拝があり、祈祷会があり、教会学校があり、そのほかにも様々に言葉を交わす機会があります。そ
のような中で何気なく語られ、聞かれる言葉の数々が、養分になるのです。ひょっとしたらそれは、そ
の場ではあまりピンとこない言葉であるかもしれません。けれども、そのような言葉が後で思い起こ
されるということがあります。

感謝に至る
先週の説教の中で「み言葉が開かれる」というようなことをお話ししましたけれども、実際の所、
聖書の言葉について、ああそうなんだ、と思わされるときというのがあります。その時にはとてもうれ



しくなります。皆さんは普段どのように感じられているかわからないのですが、私自身のことを語らせ
ていただきますと、信仰においても、ある程度の波があるように思うのです。いい時と悪い時があるな
あ、と自分でも思います。もちろん、私の場合は一応プロの端くれですから、今日はちょっと調子が、
というような言い訳は通用しないことは承知しているつもりです。例えば今も語っておりますこの説教
において、あまり出来がよろしくなければ、今日はよくわからなかったね、と言われることに対して一
切言い訳はできない立場です。そのことを承知しましたうえで、なお、私自身でもコントロールできな
い何かがあるように感じられるのです。それは言うまでもなく、神様のお働きです。神様が私たちにご
自身を開いてくださる、あるいは神様が私たちの心を開いてくださる、その時には、私たちの中で神様
の言葉が動き出すのです。私たちは確かにイエス様と一緒に生きている、ということが体験的にわかる
のです。そのような時が訪れるのです。そして、この7節で言われている感謝とはそのような意味での
感謝のはずです。ああ、わたしはイエス様と一緒に、イエス様の中で生きている、という生き方が開か
れているところで、溢れるばかりに感謝するということが起きていくのです。

哲学とは
ところが、この段落の8節では、それとは別の方向に進む危険について語られています。それが「人
間の言い伝えにすぎない哲学」という言葉です。このように書いてありますと、哲学全般がダメなの
か、と思ってしまいそうですが、ここで言います「哲学」とはこの時代の、すなわち、紀元1世紀前後
に、考えられていた世界観のようなものです。あまり詳しくお話ししてもつまらないかもしれませんの
で少々端折ってしまいますと、この世界は様々な元素の対立の世界で、人間はその対立に巻き込まれて
しまっていて、それが不幸の原因だ、というような見方です。そして、天には平和があるので、人間は、
天に行くことを希望し、そのためには、自分たちが禁欲的な生活をして、この世の元素の影響から逃れ
ていなければならない、というように考えるのです。このことは少し後の16節以下でより具体的に語ら
れていますが、例えば「食べ物のことや飲み物のこと」（16節）、「手を付けるな、味わうな」（21
節）といったような言葉に象徴的です。この世のものはけしからん、だから自分たちで天に昇れるよう
に身を慎んで生活しなければならない、というのがこの哲学の大まかな教えであったようです。その場
合に、この哲学を教える人たちは、天にキリストがおられること、そこで世界を支配してくださってい
ること、といった正統的なキリスト教の教えを受け入れることができます。なにしろ、希望は天にある
のですから。そういった意味でここで言う哲学とは、現代において私たちがイメージする哲学という
よりはどちらかと言いますと宗教的な世界観です。

自力救済？
では、パウロがこのところでこの宗教哲学のとりこになるな、と強く反対するのはなぜでしょう
か。それは主に二つの点が考えられます。一つ目は、このコロサイに入り込んでしまった教えにおいて
は、天に至るために必要なのは、ひたすら禁欲的生活をして、この世の影響力から遠ざかる、人間の行
動による、という点です。私たちは宗教改革の伝統に生きていますので、この辺りはピンとくるかもし
れませんけれども、これは形を変えた律法主義です。この戒律を守れば、救われる、いやむしろ、私が
この戒律を守ることで私は正しいものになれる、このような道筋は、結果としてイエス様の救いの力を
否定してしまうものでした。救いは私次第となってしまいます。しかし、それ以上の問題がここには潜
んでいます。

天上か地上か
それは、この哲学においては、救いは天上にしかない、とみていることです。そして、地上の生活は、
ただただ、この世の影響力を避け、生活において、自分を守り、やがて死の後に身軽な魂として天に昇
れる日をひたすら待ち望む、ということになってしまします。そうしますと、この世界や、私たちの
日々の生活は、あまり意味のないもの、ということになってしまいます。厭世的という言葉があります
が、全くその通り、ただただこの世にあるのは不幸である、というような生き方です。そして自分はこ
のような天についての知識を持っているということに慰めを見出す、そんな生き方です。私はそのよう
な生き方はまっぴらごめんです。そして何よりも、キリスト教の教えはそのようなものではありませ



ん。むしろ、先ほど6，7節を読んで確認した通りですけれども、キリスト教においては、この世におい
てイエス様の中を、イエス様と一緒に歩むのです。イエス様を味わいつつ生きるのです。私たちの日常
生活の中で、イエス様を見つけ出し、その言葉に聞くのです。言葉を発見して生きるのです。私たち
は、キリスト者として、社会人であり、学生であり、職業人であり、生活者です。私たちにとりまして
は、地上の生活が即天上のイエス様を味わう生活なのです。

満ち溢れるものがある
そして、そのイエス様の中に、満ち溢れた神性があると9節は続けます。神様のご性質がイエス様の
中に充満しているのです。これは私が好きなところで何度もお話ししているかもしれませんが、ヨハネ
による福音書14章にフィリポが「父を示してください」とイエス様に求めるところがあります。それに
対するイエス様の答えはこうでした。「私を見たものは父を見たのだ」。神様を見たい、というのな
ら、わたし、すなわちイエス様ご自身をみること、これが答えでした。これは今でも全く変わりまりま
せん。或いはますます確かです。なぜならイエス様は天におられて、そこから私たちにご自身の霊を注
いてくださるからです。そしてこのイエス様の働きかけがある限り、私たちには「満ち溢れる神性」神
様のご性質が、余すところなく、見える形で示され続けるのです。

頭キリスト
なぜなら、私たちは、キリストにおいて満たされているから、と10節に続きます。最初にパウロは、
あなた方はイエス様を受け入れたでしょう、と確認をしていました。そしてイエス様を受け入れるとい
うことは、このようにして、イエス様に満たされることです。そしてそれは同時に、イエス様を私たち
の頭とすることです。そしてイエス様をかしらとする限り、私たちは必ずイエス様によって天国を味わ
り、神様を味わうことになるのです。

新たにつくられた人
私たちは全くこの意味で「新たにつくられた人」です。これから洗礼を受ける方がおられれば、その
方は、このような意味で新たにつくられるのです。そして、このようして私たちは、日々、新たにされ
た人として、イエス様と共に歩んでいくのです。何でもない日常生活において、新たにされた人として
生きるのです。

祈り
全能の父なる神様。あなたは私たちを主イエスにあってあなたの子として新しく生み出してくださいま
すから感謝します。また、日々の歩みにおいても、このイエス様によって神様の充実したご性質を、幾
度となく教えていただくことができます。わたしたちはすでにこのような恵みの歩みに入れられており
ますから、時に困難なことや辛い思いにさいなまれるとしても、なお、あなたにある喜びと感謝に生
きられますようにお支え下さい。主イエス・キリストのみ名によって祈ります。


