
エペソ人への手紙 2 章 8 節 救い 
皆様、おはようございます。ベン牧師はご家族で一時帰国をされていますので、今朝の礼拝説教
は私が担当します。よろしくお願いします。礼拝説教の聖書個所は 6月 5日からコリント人への
手紙第 1となりました。わたしたちは教会生活について学んでいきます。どうぞご期待くださ
い。 
 
今朝は、イエス様を頭（かしら）とする教会を作り上げるわたしたちにとって不可欠なものにつ
いてお話しします。それは「救い」です。救いは福音の中心テーマです。それでは、お祈りをし
て初めましょう。 
 

【救いとは何か】 
ある書物には「救いとは、危険な状況や悲惨な状況にある時、その状況から安全な状態へと導き
出していただくことだ」と書かれています。わたしたちはかつて危険な状況や悲惨な状況にあり
ました。イエス様がわたしたちを安全な状態に導き出して下さいました。わたしたちクリスチャ
ンは、このことを「救い」と呼びます。このイエス様による救いを頭で理解するのではなく、信
じています。この姿勢を「信仰」と呼びます。この信仰によって、クリスチャン同士が互いにつ
ながって神を礼拝したり賛美したり祈ったり励まし合います。この様子を「イエス様を頭（かし
ら）とする教会生活」と呼びます。 
 
クリスチャンにとっての救いとは何でしょうか？エペソ人への手紙 2章 8節を見てみましょう。
「この恵みのゆえに、あなたがたは信仰によって救われたのです。それはあなたがたから出たこ
とではなく、神の賜物です。」この聖句を「わたしたちの知恵や力では自分自身をまったく救い出
すことできない」と読み換えてみます。また「神が全く無力なわたしたちを全面的に救い出して
下さるのだ」と読み換えてみます。すると、クリスチャンにとっての救いとは「聖書の御言葉を
とおして、神の目から見たらわたしたちは危険にして悲惨な状況に置かれていることをまず認
識すること」です。次に「神が無力なわたしたちを丸ごと救い出して下さったことを心に刻む
こと」だと分かります。 
 
【神の目から見たわたしたちの危険にして悲惨な状況】 
神の目から見た危険にして悲惨な状況について、聖書から２つ示します。 
 
(１）わたしたちは神に対して罪の下にあります。ローマ人への手紙 3章 9節に「では、どうな
のでしょう。私たちにすぐれているところはあるのでしょうか。全くありません。私たちがすで
に指摘したように、ユダヤ人もギリシア人も、すべての人が罪の下にあるからです。」と書かれ
ているとおりです。神は罪の下にいるわたしたちに対して怒っています。ローマ人への手紙 1章
18節は言います。「というのは、不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不義に
対して、神の怒りが天から啓示されているからです。」神に対して罪の下にあるわたしたちは、
自分自身の反省や改心で罪から立ち直ることはできません。ローマ人への手紙 3章 23節には
「すべての人は罪を犯して、神の栄光を受けることができず」と書かれているからです。聖書を
読む限り、わたしたちが反省したり、心を入れかえようと願っても、お布施や寄付をいくら捧げ
たとしても、自分自身がいくら禁欲したとしても、いくら修行をしたとしても、いくら善行をし
たとしても、罪から立ち直ることはできないのです。神の目から見たら、わたしたちは罪の下に



あり続けており、不信心かつ不義であり続けており、わたしたちは神を怒らせ続けているので
す。 
 
(２)わたしたちが生きる地上は、肉の業と悪魔によって支配されています。聖書を読むと、わた
したちは日ごろから肉の業の思いに支配されていることが語られています。ガラテヤ人への手紙 
5章19～21節には「肉のわざは明らかです。すなわち、淫らな行い、汚れ、好色、偶像礼拝、魔
術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、ねたみ、泥酔、遊興、そういった類のも
のです。以前にも言ったように、今もあなたがたにあらかじめ言っておきます。このようなこと
をしている者たちは神の国を相続できません。」と書かれています。地上に生きているわたした
ちの中から肉の業の思いが完全になくならなければ、わたしたちは神の国を受け継ぐことができ
ません。わたしたちは肉の業からくる思いをなくすことは全く不可能なのです。まさにローマ人
への手紙 8章7～8節が語るとおりです。「なぜなら、肉の思いは神に敵対するからです。それは
神の律法に従いません。いや、従うことができないのです。肉のうちにある者は神を喜ばせるこ
とができません。」わたしたちは、人間関係における利害衝突（例えば恋愛の駆け引きから国家
のプロパガンダ体制に至るまで）偽りが偽りを生んで真実が見えなくなるような世界を生きてい
ます。聖書はこの偽りが悪魔の本性だと明言しています。ヨハネの福音書 8章44節は言います。
「あなたがたは、悪魔である父から出た者であって、あなたがたの父の欲望を成し遂げたいと思
っています。悪魔は初めから人殺しで、真理に立っていません。彼のうちには真理がないからで
す。悪魔は、偽りを言うとき、自分の本性から話します。なぜなら彼は偽り者、また偽りの父だ
からです。」聖書によれば、わたしたちが置かれている危険かつ悲惨な状況とは、わたしたち人
間の中にある目に見えない奥深いところの状況のことを語っているのです。 
 
【神が無力なわたしたちを丸ごと救い出して下さったこと】 
神がイエス様をとおしてわたしたちをどのようにお救い下さるのか、聖書から 5つ示します。 
 

（１）神は罪の下にあるわたしたちに対して怒り続けておられます、ところが、神はわたしたち
に怒り続ける以上に、もっと強い気持ちで、神の方からわたしたちに手を差し伸べて救いたいと
願っておられます。その救いは「神の御子イエス様を心にお迎えすること」によって成し遂げら
れます。ヨハネの福音書 3章16～17節には「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、一人として滅びることなく、永遠のいのちを持つた
めである。神が御子を世に遣わされたのは、世をさばくためではなく、御子によって世が救われ
るためである。」と記されています。わたしたちがイエス様を信じることよって、神はわたした
ちが罪から立ち直った、不義から義に立ち直ったと見なして下さり、わたしたちは死から解放さ
れて永遠のいのちを受けるのです。ローマ人への手紙 5章21節に「それは、罪が死によって支配
したように、恵みもまた義によって支配して、私たちの主イエス・キリストにより永遠のいのち
に導くためなのです。」と記されているとおりです。 
 
（２）わたしたちが心にイエス様を迎え入れた時、神がわたしたちの内に聖霊を注いで下さいま
す。エペソ人への手紙 1章 13節に「このキリストにあって、あなたがたもまた、真理のこと
ば、あなたがたの救いの福音を聞いてそれを信じたことにより、約束の聖霊によって証印を押さ
れました。」と記されています。そして、この聖霊がわたしたちの内に「イエス様を救い主と告
白する」信仰を与え続けて下さるのです。コリント人への手紙 第一 12章 3節に「ですから、あ



なたがたに次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者はだれも「イエスは、のろわれ
よ」と言うことはなく、また、聖霊によるのでなければ、だれも「イエスは主です」と言うこと
はできません」と記されているとおりです。 
 
（３）わたしたちの内なる聖霊が、わたしたちが聖書の御言葉に従うように導いて下さいます。
テモテへの手紙 第二 3章 15b～17節には「聖書はあなたに知恵を与えて、キリスト・イエスに
対する信仰による救いを受けさせることができます。聖書はすべて神の霊感によるもので、教え
と戒めと矯正と義の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく、十分に整
えられた者となるためです。」と記されています。すなわち、聖霊が聖書の御言葉をとおして、
わたしたちにイエス様を教え、最後はイエス様に心のすべてを明け渡すように導いて下さるので
す。 
 
（４）わたしたちの内におられる聖霊が、わたしたちの内から“聖霊の実り”を外に溢れ出させて
くださいます。ガラテヤ人への手紙 5章22～23節には次のように書かれています。「しかし、
御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反
対する律法はありません。」それだけではありません。聖霊はわたしたちの心の中から恐れを取
り除いて下さるのです。ローマ人への手紙 8章15節に「あなたがたは、人を再び恐怖に陥れる、
奴隷の霊を受けたのではなく、子とする御霊を受けたのです。この御霊によって、私たちは「ア
バ、父」と叫びます」と記されているとおりです。また、テモテへの手紙 第二1章7節にも「神
は私たちに、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊を与えてくださいました。」と記されていま
す。 
 
（５）やがて、わたしたちは死後に希望を抱くようになります。ローマ人への手紙 8章11節には
「イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊が、あなたがたのうちに住んでおられるなら、
キリストを死者の中からよみがえらせた方は、あなたがたのうちに住んでおられるご自分の御霊
によって、あなたがたの死ぬべきからだも生かしてくださいます。」と記されているとおりで
す。クリスチャンとしての救いとは、死後にイエス様との永遠の生活に向かうことなのです。ロ
ーマ人への手紙 8章29～30節には「神は、あらかじめ知っている人たちを、御子のかたちと同
じ姿にあらかじめ定められたのです。それは、多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためで
す。神は、あらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた
人たちにはさらに栄光をお与えになりました。」と記されているとおりです。 
 
クリスチャンにとっての救いとは、わたしたちの心の奥底にあって、わたしたちにはどうするこ
ともできない罪と死と恐れから解放していただくことです。救いとは、イエス様を心にお迎えす
ることによって解放していただくことです。救いとは、心の奥底から“聖霊の実り”をあふれるよ
うにしていただくことです。つまり、救いとはイエス様と共に永遠に生きるようにしていただく
ことだったのです。神は、わたしたちがまだ救いを受け入れる前、わたしたちが罪の支配下にあ
り、肉の業と悪魔の誘惑に負け続けていることに怒り続けながらも、それ以上に、わたしたちの
無知と弱さを憐み、ご自分の御子を捧げても、何としてでもわたしたちを救い出したいと願って
やまなかったのです。 
 
【最後に】 



救われる前、わたしたちが知ろうが知るまいが、気付こうが気づくまいが、わたしたちの目に見
えない奥深いところの状況において、わたしたちは神の怒りを受け続けていました。わたしたち
自身はその状況をどうすることもできませんでした。ところがわたしたちは、想像をはるかに超
えた愛で、神がわたしたちを愛しておられたことを知りました。神の方からわたしたちに手を差
し伸べてくださり、救い出そうとしておられたことを知りました。そして、わたしたちはイエス
様を心にお迎えすることによって救い出していただいたのです。神はわたしたちと共に永遠に暮
らしたいと願っておられます。神は聖書をとおして、このことをわたしたちに語り続けておられ
ます。神はこれほどにわたしたちを愛してやまないのです。その神のわたしたちに対する愛を受
け入れること、それが「イエス様の救いを受け入れる」ということなのです。わたしたちは、神
の方から一方的にわたしたちを選ばれて、救いの手を差し伸べて下さっていることを受け止めま
しょう。神の愛と真正面から向き合いましょう。神がわたしたちを愛してやまないがゆえにイエ
ス様をお遣わしになったことをじっくりと受け止めましょう。わたしたちの中から愛の思いがあ
ふれ出てくるはずです。その思いこそ、ガラテヤ人への手紙 5章 22～23節で示した愛に始まる
聖霊の実りであると受け止めましょう。この愛の思いを隣人と分かち合いましょう。この神の愛
がわたしたちを結びつけ、わたしたち一人一人をキリストの体として作り上げて下さり、健全な
教会生活へと導いて下さいます。まさにヨハネの手紙 第一 4章 7～11節に「愛する者たち。私
たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者はみな神から生まれ、
神を知っています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。神はそのひとり子を世に
遣わし、その方によって私たちにいのちを得させてくださいました。それによって神の愛が私た
ちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のため
に、宥めのささげ物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち。神
がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた、互いに愛し合うべきで
す。」と記されているとおりなのです。マルコの福音書 12章 29～31節にも「イエスは答えら
れた。「第一の戒めはこれです。『聞け、イスラエルよ。主は私たちの神。主は唯一である。あ
なたは心を尽くし、いのちを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさ
い。』第二の戒めはこれです。『あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。』これらよりも
重要な命令は、ほかにありません。」と言われています。 
 

今週、わたしたちが神の愛を心から受け止める生活を送ることができますように。 
 
それでは、お祈りします。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ephesians 2:8 Salvation 
Good morning church. Pastor Ben, Beth and Bradley are on a long overdue home leave 
back in the States.  My name is Kaz Tabe, one of the Deacons of YIBC.  I have been 
entrusted to bring His message this morning.  We have been blessed with the sermon series 
on First Corinthians since June.  Through this Scripture series, we learn about church life 
and how we should live it out. Please look forward to what God shall speak to us.  
 
This morning I want to talk about what is essential for us as we build up the Church with 
Jesus Christ as her head. It is 'salvation'. Salvation is the central theme of the gospel. Let 
us begin with a prayer. 
 
【What is salvation?】 
Someone said in his book, “Salvation is to be brought out of a dangerous or miserable 
situation into a state of safety.” We can say, “We were once in a dangerous or miserable 
situation. Jesus brought us out to safety.” We Christians call this salvation. We do not just 
understand this salvation by Jesus in our minds, but we believe it in our hearts. This attitude 
is called "faith.” With this faith, Christians connect with each other to worship, praise, pray, 
and encourage each other. This is called "church life with Jesus as its head.” 
 
What is salvation to a Christian? Let's look at Ephesians 2:8. It says, "For by grace you 
have been saved through faith. And this is not your own doing; it is the gift of God, " If we 
read this verse from our perspective, it will read, "We cannot downright save ourselves with 
our own wisdom or strength." We can also read it this way, "God delivers us from our total 
helplessness.” We, Christians, come to understand that salvation is firstly "to recognize 
through the Word of Scripture that we are in a dangerous and miserable situation in 
the eyes of God." And secondly, "to take to heart that God has delivered us from our 
helplessness." 

 
【Our dangerous and miserable situation in the eyes of God】    
(1)Here are two biblical references to our dangerous and miserable situation in God's 
eyes. We are under sin against God. Romans 3:9 says, "What then? Are we Jews any 
better off? No, not at all. For we have already charged that all, both Jews and Greeks, 
are under sin, ” God is angry with us who are under sin. Romans 1:18 says. "For the 
wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of 
men, who by their unrighteousness suppress the truth. " We who are under sin against 
God cannot find our way out from it() through our own remorse or contrition.  For Romans 
3:23 says, "for all have sinned and fall short of the glory of God," The Bible tells us that 
no matter how much soul searching we do, no matter how much we wish to repent, no 
matter how huge offerings and donations we make, no matter how much we abstain, no 
matter how much training we undergo, no matter how much good deeds we do, we cannot 
achieve victory over our sins. In God's eyes, we remain under sin, continue to be unfaithful 
and unrighteous, and continue to offend God. 



                                        
(2) The earth in which we live is controlled by the works of the flesh and the devil. The 
Bible tells us that we are controlled by the thoughts of the works of the flesh on a daily 
basis. Galatians 5:19-21 says, "Now the works of the flesh are evident: sexual 
immorality, impurity, sensuality, 20idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of 
anger, rivalries, dissensions, divisions, 21envy, drunkenness, orgies, and things like 
these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit 
the kingdom of God.” We cannot inherit the Kingdom of God unless the thoughts of the 
works of the flesh are completely eliminated from our lives here on earth. It is totally 
impossible for us to get rid of the thoughts of the works of the flesh. This is exactly what 
Romans 8:7-8 tells us. Romans 8:7-8 For the mind that is set on the flesh is hostile to 
God, for it does not submit to God’s law; indeed, it cannot. 8Those who are in the flesh 
cannot please God." We live in a world where conflicts of interest in human relationships 
(e.g., from romantic games to state propaganda regimes) create falsehoods that blind us to 
the truth. The Bible clearly states that this deception is the nature of the devil. John 8:44 
says,” You are of your father the devil, and your will is to do your father’s desires. He 
was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, because there is no 
truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the 
father of lies. " The Bible tells us that the dangerous and dire situation in which we find 
ourselves is a situation deep within us that we cannot see. 

 
【God has delivered us from our helplessness】 
Here are five examples from the Bible of how God saves us through Jesus. 
(1) God continues to be angry with us under sin, but more than He is angry with us; He has 
a much stronger desire to reach out to us to save us. That salvation is accomplished by 
"receiving Jesus, the Son of God, into our hearts.” John 3:16-17 says, "For God so 
loved  the world,   that he gave his only Son, that whoever believes in him should 
not  perish but have eternal life. 17For God did not send his Son into the world to 
condemn the world, but in order that the world might be saved through him. ” Because 
of our faith in Jesus, God considers us to have turned from sin and from unrighteousness 
to righteousness, and we are delivered from death and receive eternal life. Romans 5:21 
says, "so that, as sin reigned in death, grace also might reign through righteousness 
leading to eternal life through Jesus Christ our Lord.” 
 
(2) When we receive Jesus Christ into our hearts, God pours out the Holy Spirit within us. 
Ephesians 1:13 states, "In him you also, when you heard the word of truth, the gospel of 
your salvation, and believed in him, were sealed with the promised Holy Spirit,” And this 
Holy Spirit continues to give us the faith to "confess Jesus as our Savior" within us. 1 
Corinthians 12:3 says, "Therefore I want you to understand that no one speaking in the 
Spirit of God ever says “Jesus is accursed!” and no one can say “Jesus is Lord” except 
in the Holy Spirit."  
 



(3) The Holy Spirit within us leads us to obey the Word of God. 2 Timothy 3:15b-17 says, 
"and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are 
able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. 16All Scripture is 
breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for 
training in righteousness, 17that the man of God may be complete, equipped for every 
good work.” In other words, the Holy Spirit, through the Word of Scripture, teaches us 
about Jesus Christ and leads us at the end to surrender our whole heart to Him. 
 
(4) The Holy Spirit within us causes the "fruit of the Spirit" to flow outward from within us. 
Galatians 5:22-23 says, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, 
goodness, faithfulness, 23gentleness, self-control; against such things there is no 
law." Not only that. The Holy Spirit removes fear from our hearts. Romans 8:15 
says, "For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have 
received the Spirit of adoption as sons, by whom we cry, “Abba! Father!” And also, in 2 
Timothy 1:7, "for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-
control.” 
 
(5) Eventually, we come to have hope after death. Romans 8:11 says, "If the Spirit of him 
who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead 
will also give life to your mortal bodies through his Spirit who dwells in you.” Salvation as 
a Christian means going to eternal life with Jesus after death. Romans 8:29-30 says, " For 
those whom he foreknew he also predestined to be conformed to the image of his Son, 
in order that he might be the firstborn among many brothers. 30And those whom he 
predestined he also called, and those whom he called he also justified, and those whom 
he justified he also glorified."  
 
Salvation for Christians is to be set free from sin, death, and fear, which are in the depths of 
our hearts and over which we have no control. Salvation is to be set free by receiving Jesus 
into our hearts. Salvation is having the "fruit of the Holy Spirit" overflow from the depths of 
our hearts. In other words, salvation was about making us live forever with Jesus Christ. 
Before we accepted salvation, God was still angry with us for being under the dominion of 
sin, the works of the flesh, and the temptations of the devil, but more than that, He had 
compassion for our ignorance and weakness.  God wanted to save us at all costs, even if 
He had to offer His own Son. 
 
【Conclusion】 
Before we were saved, whether we knew it or not, whether we were aware of it or not, we 
were under the wrath of God in circumstances deep within us that we could not see. We 
ourselves could not do anything about it. But we came to know that God loved us with a love 
far beyond what we could have imagined. We came to know that God had reached out to us 
and was trying to save us. And we have been saved by receiving Jesus into our hearts. God 



wants to live with us forever. God continues to tell this to us through the Bible. God just does 
not stop loving us. To accept God's love for us is to "accept the salvation of Jesus Christ. 
Let us accept the fact that God has unilaterally chosen us and reached out to save us.   
This is God’s work. Let us experience and receive this supernatural gift. Let us take the 
time to know that God sent Jesus because He loves us so much. The thought of love 
should overflow from within us. Let us accept that this outpouring of love is the fruit of the 
Holy Spirit, which begins with love, as Galatians 5:22-23 states. Let us share this thought 
of love with our neighbors. This love of God unites us and builds each of us up as the body 
of Christ, leading us to a healthy church life. The first letter of John, chapter 4, verses 7-
11, says, "Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has 
been born of God and knows God. 8Anyone who does not love does not know God, 
because God is love. 9In this the love of God was made manifest among us, that God 
sent his only Son into the world, so that we might live through him. 10In this is love, not 
that we have loved God but that he loved us and sent his Son to be the propitiation for 
our sins. 11Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another." This is 
exactly what is written in the Bible. Mark 12:29-31 also says, "29Jesus answered, “The 
most important is, ‘Hear, O Israel: The Lord our God, the Lord is one. 30And you shall 
love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind 
and with all your strength.’ 31The second is this: ‘You shall love your neighbor as 
yourself.’ There is no other commandment greater than these.”  
 
May we live our lives this week with a wholehearted acceptance of God's love.  
 
Let’s pray.  

 


