
コロサイ人への手紙 1章 1-8節 信仰、望み、愛、恵み   
今日私をお招きいただき感謝します。皆様と共に過ごす時間は、いつも私にとり特別な祝福であり栄
誉と思っています。そして、本日は、数年ぶりに皆様の前に戻ることが出来ましたので特に意義深い
です。神に感謝します。 
妻のWendy、HPBCチームスタッフ、そしてハワイ、太平洋諸島、東アジア、東南アジアに広がる
ハワイ太平洋バプテスト連盟の全ての教会を代表して皆様にご挨拶いたします。私たちは、皆様と共
に協力し合い、神があなた方を導かれるこの心躍る働きにおいてあなた方と協力し合い共に仕えてい
くことを約束します。 
 
今日は聖書を開き私たちがコロサイ人への手紙として知る、パウロがコロサイの街の新しい教会に宛
てた手紙の一部分を皆で共に見ていきましょう。コロサイはエペソの東方約160キロメートルに位置
する、ラオデキアにほど近い小さな町でした。この教会はとても新しく、パウロ自身まだ訪れていま
せんでした。聖書学者のほとんどは、牧師であったエパフラスがこの教会を地域の信者として始めた
と信じています。おそらく彼はパウロのアジアのこの地域を通る宣教旅行の途中で彼から福音を聞
き、後に、彼がこの教会を始めてから、パウロによって指導されたのでしょう。 
パウロはエパフラスからこの教会の知らせを受け、偽りの教義や異端がこの若い教会に入り込もうと
している事を憂慮していました。もちろん、それらの教義はあからさまに偽ではなく、地域の信仰と
ユダヤ教のしきたりの融合でした。これらの教えは彼ら信者たちのイエス・キリストの理解を混乱さ
せ、彼らの友人たちや、コロサイの隣人へ働きかけの妨げとなりました。今日はコロサイ人への手紙 
1章1-8節 を学んでいきます。取り掛かる前に、神が私たちの今日の学びの時間を祝福してくださる
よう祈りましょう。  
コロサイ人への手紙 1:1-8 
1  神のみこころによるキリスト・イエスの使徒パウロと、兄弟テモテから、  
2  コロサイにいる聖徒たち、キリストにある忠実な兄弟たちへ。私たちの父なる神から、恵みと平
安があなたがたにありますように。  
3  私たちは、あなたがたのことを祈るときにいつも、私たちの主イエス・キリストの父なる神に感
謝しています。  
4  キリスト・イエスに対するあなたがたの信仰と、すべての聖徒に対してあなたがたが抱いている
愛について聞いたからです。 
5  それらは、あなたがたのために天に蓄えられている望みに基づくもので、あなたがたはこの望み
のことを、あなたがたに届いた福音の真理のことばによって聞きました。  
6  この福音は、あなたがたが神の恵みを聞いて本当に理解したとき以来、世界中で起こっているよ
うに、あなたがたの間でも実を結び成長しています。  
7  そういうものとして、あなたがたは私たちの同労のしもべ、愛するエパフラスから福音を学びま
した。彼は、あなたがたのためにキリストに忠実に仕える者であり、  
8  御霊によるあなたがたの愛を、私たちに知らせてくれた人です。 
 
パウロは彼の書簡を彼の標準的な挨拶、私たちの父なる神から、恵みと平安があなたがたにありま
すように。 で始めました。 
イエス・キリストの救いを通してでなければ経験することが出来ない、私たちの救いのための天の父
からの贈り物である恵みと平安によるこの挨拶で手紙は始まります。パウロは3節から教会のための
祈りについて語ります。 
私たちは、あなたがたのことを祈るときにいつも、私たちの主イエス・キリストの父なる神に感謝
しています。 
コロサイの信者を通してのイエスの御業ゆえに父を讃美します。基に福音は私たちの罪と絶望的な状
況に拘わらず、私たちを神と和解させてくれるメッセージです。イエスは死なれ、葬られ、再びよみ



がえられました。それによって、神との和解と贖いへの唯一の道を私たちに与えました。福音はイエ
スが天の父へのただ一つの道であると伝えています。パウロの祈りは父なる神のイエス・キリストを
通しての私たちの信じられない救いの賜物と福音によって彼らの命が変えられたことを聞いたことへ
の感謝でした。 
それでは、イエス・キリストの福音から来る三つの言葉に焦点を当てましょう。私たちが学ぶ三つの
言葉は、信仰、愛と希望です。 
 
4節で、パウロは キリスト・イエスに対するあなたがたの信仰と、すべての聖徒に対してあなたが
たが抱いている愛について聞いたからです。 
と言っています。パウロは彼が教会のために祈るのは彼らのイエス・キリストへの信仰を聞いたから
であると言いました。信仰とはその信仰の対象のお方に献身し、信頼するという意味です。ですか
ら、私たちはイエスにしっかりと固定された、キリスト中心の信仰を持っています。彼らのイエスへ
の信仰はふたとおりで私たちの信仰同様です。第一に、彼らの信仰はイエスの死、葬り、復活は彼ら
の罪の代償であり贖いであると信じる事です。第二に、彼らの信仰はイエスが与えられた新たな命を
イエスにあって生き、イエスの命令に聖霊の力によって死ぬまで従う事です。 
私たちの信仰はパウロが語っているものと同一です。私たちの救いはイエスが死 
なれ、葬られ、復活されなかったならばありえません。ですから、今日、私たちはイースター、復活
祭を祝うのです。私たちの素晴らしい救いはイエスのゆえなのです。さらに私たちが今日生きる素晴
らしい命はイエスによって力が与えられています。 
信仰は信頼と従順の組み合わせです。私たちは神を全ての事柄において信頼し、神が導かれる所に従
順に従うべきです。これら二つの要素は私たちの信仰にとり重要です。 
この信仰は私たちの信仰です。私たちがイエス以外の誰を信頼しても、私たちには罪からの救いはあ
りません。イエス以外の誰かを信仰によって従えば、天の父は喜ばれません。 
次にパウロは聖徒たちのための愛について語ります。 
 
この愛は私たちに他の信徒たちを愛し思いやらせます。そして、何も私たちを引き離すものはありま
せん。パウロの愛という言葉は、私たちが他の兄弟姉妹のためいかなる犠牲をも惜しまないほど私た
ちの他の信徒のための愛はそれほど大きく深くあるべきであると示しています。私たちの交わりや調
和が常に深く生き生きと保たれるように、私たちの互いのための愛は大きくあるべきです。憤りや失
望がこのイエスを通しての父の愛を反映する互いのためのこの愛から私たちを離れさせてはなりませ
ん。たとえ、私たちが立ち去ってしまいたいと思ってしまったとしても、この愛は私たちを一つに保
つ強い愛です。  
この愛は私たちの愛です。私たちがこのように愛せば、私たちはイエスを通しての私たちのための神
の愛を現します。 
 
これら二つの言葉、信仰と愛は三つめの言葉、希望から生じます。パウロは彼らが天に蓄えている希
望ゆえに彼は彼らの信仰と愛について聞いたと言っています。福音のメッセージは私たちが天の父の
愛によって与えられたイエスへの信仰を持っていなければなりません。 
5節で それらは、あなたがたのために天に蓄えられている望みに基づくもので、あなたがたはこの
望みのことを、あなたがたに届いた福音の真理のことばによって聞きました。  
第三の言葉、望み、希望を見ます。望みは神からの約束で、やはり福音にあります。イエスが墓から
復活され、今日も生きておられるので、私たちには永遠の命がいずれ来たり、今日豊かな命があるの
です。主が生きておられるので、私たちには今主が私たちとおられる、そして、私たちが死ぬとき永
遠の命へ挙げてくださるという約束が与えられています。その約束は、神からのものです。神の命の
約束が私たちの希望です。イエスにある希望がコロサイ人の信仰と愛の土台であるように、イエスに



ある希望は私たちの信仰と愛の土台です。パウロの望みという言葉が私たちが神から何かを喜びに満
ち溢れて期待するという意味ですが、イエスへの信仰を持たない人たちが持つ望みとは違います。 
ある人たちは幸運を、どこかでお金や良い運に恵まれること、を望んでいます。たとえば、彼らはお
金持ちになりたくて宝くじ買ったり、カジノの賭博をします。しかし、それらは運任せです。神の希
望は事実に基づいています。 
 
イエスの処女降誕や主の誕生の旧約聖書の預言の成就などの事実。イエスの生涯、奇跡、癒し、教え
などの事実。嵐を鎮めたり、水の上を歩いたり、5000人を養ったり、ラザロを死から蘇らせたなど
の事実。イエスの十字架での死、借りた墓への葬り、死からの復活などの事実。イエスの弟子たちへ
の言葉や天の父の右の座に着くためのイエスの昇天などの事実。 
 
ある昔の讃美歌は、我が身の望みは ただ主にかかれり  主イェスの外(ほか)には 依(よ)るべき方な
し、と歌いイエスの血と義のみが私たちの望みであると言っています。勿論、私たちは人類最高の
魅力的な計画も信頼すべきではありません。しかし、全てにおいて、イエスに全幅の信頼を置くこと
ができます。周りの全てが流砂に埋もれるような時、イエスは私たちが立つことができる堅固な巌で
す。この望みが私たちの希望です。このような希望があれば、私たちは信仰によって、イエスにある
救いを通して愛に生きることができます。それが福音のメッセージです。6節で、この福音は、あな
たがたが神の恵みを聞いて本当に理解したとき以来、世界中で起こっているように、あなたがたの
間でも実を結び成長しています。パウロはコロサイ人に届いた福音について語りました。そして、そ
れは私たちにも届きました。その福音は実を結んでおり、世界中でイエスの信者を産んでいます。福
音伝道によって、弟子作りによって、今日のYIBCのように新たな教会開拓によって、成長していま
す。つまり、パウロのコロサイ人への言葉は今も真理です。それを私たちのうちにその証拠を見るこ
とができます。そして、もう一つ加えるべき言葉は恵みです。私たちには信仰と愛を生み出す希望が
あるのは神の私たちへの恵みゆえです。私たちは神の憐れみにも愛にも価しませんが、恵みに満ちて
おられる天の御父ゆえに私たちにはイエス・キリストの救いがあります。パウロは彼らに、彼らはエ
パフラス牧師からこの福音を聞いたことを伝えました。驚くべきことは、約2000年前にコロサイ人
がエパフラスから聞いたメッセージと同じメッセージを私たちは過去に聞き、そのメッセージを明日
宣べ伝え続けます。 エパフラスがパウロにコロサイの教会の信者たちについて話したように、私は
あなた方の聖霊にある愛を知っています。 
神の恵みゆえ、聖書の真理ゆえ、そして聖霊が力を与える忠実な神の民ゆえにこのメッセージはある
のです。 
 
教会員のみなさん、今日私たちは主イエス・キリストの復活を祝います。主は死からよみがえられ、
今も生きておられ、御自身が神であられることを証明されたのです。そして、神の恵みによって与え
られた信仰、愛、と望みを通して実を結ぶ福音の力の継続として、今日、私たちは生きています。 
私たちがそれを祝う時、あなたのための私の祈りはパウロの祈りとほぼ同じです。 
わたしたちは、いつもあなたがたのために祈り、わたしたちの主イエス・キリストの父である神に
感謝しています。 あなたがたがキリスト・イエスにおいて持っている信仰と、すべての聖なる者
たちに対して抱いている愛について、聞いたからです。 それは、あなたがたのために天に蓄えら
れている希望に基づくものであり、あなたがたは既にこの希望を、福音という真理の言葉を通して
聞きました。 あなたがたにまで伝えられたこの福音は、世界中至るところでそうであるように、
あなたがたのところでも、神の恵みを聞いて真に悟った日から、実を結んで成長しています。  
私たちは神の大いなる祝福が皆さんを前進し続けさせてくださるよう祈りに覚えます。皆様に神のご
加護がありますように。この後の礼拝に移行する前に、主にお祈りを献げさせてください。共に祈り
ましょう。 
 



Colossians 1:1-8 Faith, Hope, Love, Grace 
Thank you for the invitation to be with you today. I always consider my time with you as a 
special blessing and honor. Today is very significant to us as this is the first time back with 
you in many years. Thank you! I bring you greetings from Wendy - your HPBC staff team - 
and the other Hawaii Pacific Baptist Convention churches spread throughout Hawaii, the 
Pacific islands, and East/Southeast Asia. We all stand alongside you and commit to serving 
with you as God leads you ahead in this exciting work. 
 
Today, join me in your Bible as we review a portion of Paul’s letter to what was a new 
church in the city of Colossae in a letter known to us as Colossians. 
Colossae was a small town located about a hundred miles from Ephesus, close to the city 
of Laodicea. This church was so new that Paul had not yet visited this church in person. 
Most bible scholars believe that Epaphras, the pastor, began this church as a local believer. 
He likely heard the gospel from Paul during one of Paul’s missionary journeys through this 
area of Asia and later was mentored by Paul as he began this church. 
 
Paul received news of this church from Epaphras, and he’s concerned that false doctrines 
and heresy are working their way into this young church. Of course, the doctrines are not 
boldly false but are a blending of local beliefs and some Jewish practices. These teachings 
confuse these believers in their understanding of Jesus Christ and hinder their ability to 
reach out to their friends and neighbors in Colossae. Today, we will study Colossians 1:1-8. 
Before we begin - pray with me that God would bless our study time this morning.Prayer 
Read text: 
 
Paul, an apostle of Christ Jesus by God’s will, and Timothy our brother: To the saints in 
Christ at Colossae, who are faithful brothers and sisters. Grace to you and peace from God 
our Father. 
We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you, for we 
have heard of your faith in Christ Jesus and of the love you have for all the saints because 
of the hope reserved for you in heaven. You have already heard about this hope in the 
word of truth, the gospel 
that has come to you. It is bearing fruit and growing all over the world, just as it has among 
you since the day you heard it and came to truly appreciate God’s grace. 
You learned this from Epaphras, our dearly loved fellow servant. He is a faithful minister of 
Christ on your behalf, 
and he has told us about your love in the Spirit. -- Colossians 1:1-8 (CSB) 
 
Paul begins his letter with his standard greeting - grace to you and peace from God our 
Father. This greeting begins the letter in the grace and peace that can only be experienced 
through salvation in Jesus Christ as the Father’s gift for our salvation. 
 
Paul speaks of his prayers for the church, beginning in verse three, 
“We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you,” 
praising the Father for Jesus’s work through the believers in Colossae. First, the gospel is 
the message that despite our sin and hopeless condition to reconcile ourselves to God, 
Jesus died, was buried, and rose again to give us the only pathway to reconciliation and 



redemption with God. The gospel tells us that Jesus is the only way to the Heavenly Father. 
 
Paul’s prayer is in thanks to the Father for the incredible gift of our salvation through Jesus 
Christ and that he has heard that their lives have been changed by the gospel. 
Now, let’s focus on three words that come from the gospel of Jesus Christ. The three 
words that we will study are faith, love, and hope. 
 
In verse 4, 
for we have heard of your faith in Christ Jesus and of the love you have for all the saints 
Paul says that when he prays for the church, it’s because he has heard of their 
faith in Christ Jesus. The word faith means a commitment to, to trust in, another person. 
So we have faith that’s anchored in Jesus - a Christ-centered 
faith. 
 
Their faith is in Jesus in two ways, just like ours. First, their faith is in believing that the 
death, burial, and resurrection of Jesus is payment or atonement for their sins. Secondly, 
their faith is in living the life that Jesus has now given them, empowered by the Holy Spirit 
to follow Jesus’s commands until they die. 
 
Our faith is identical to what Paul is speaking about. We do not have salvation except that 
Jesus died, was buried, and rose again - this is why we celebrate Easter today. The 
beautiful salvation that we have is because of Jesus. Yet, the beautiful life we live today is 
empowered because of Jesus. 
 
Faith is the combination of trust and obedience. We must trust God in all matters and be 
obedient to follow him where He guides us. Both of these elements are essential to our 
faith. This faith is our faith. If we have confidence in anyone else, we do not have salvation 
from our sins. If we follow anyone else by faith, we do not please the Heavenly Father. 
 
Next, Paul speaks about love for all the saints. 
 
This love means that we love and care for other believers, not allowing anything to 
separate us. Paul’s word love shows us that our love should be so great for other believers 
that we would not draw away from any sacrifice for another brother or sister. 
 
Our love for each other should be so great that our fellowship and harmony always would 
remain deep and alive. We cannot allow anger or disappointment to lead us away from this 
love for each other because it reflects God's love for us through Jesus. This love is a 
strong kind of love that unites us, even when we feel like walking away. 
 
This love is our love. If we love like this, we will show God’s love for us through Jesus. 
 
These two words, faith, and love, spring from the third word - hope. Paul says he heard of 
their faith and love because of the hope laid up for them in heaven. 
 
The gospel message shows us that we must have faith in Jesus, given to us by the love of 



the Heavenly Father. 
 
In verse 5, 
because of the hope reserved for you in heaven. You have already heard about this hope in 
the word of truth, the gospel 
we see the third word, hope. Hope is a promise from God that is found in the gospel also - 
we have eternal life coming and an abundant life today because Jesus rose from the grave 
and is alive today. 
 
Because He lives, we have a promise that he is with us now and will raise us to life eternal 
when we die. That promise is from God - God’s promise of life is our hope. Just as hope in 
Jesus is the foundation of the Colossians' faith and love, hope in Jesus is also the 
foundation for our faith and love. 
 
Paul’s word hope means that we joyfully expect something from God, but not with hope like 
others might have. 
 
Some people hope that they find luck, money, or a good fortune somewhere. For example, 
they may play the lottery or gamble at the casino with the hope of getting very rich. But 
that hope is based on chance. 
 
God’s hope is based on facts. 
 
Facts like Jesus’ virgin birth and the fulfillment of the Old Testament prophesies of his birth. 
Facts like Jesus’s life, miracles, healings, and teachings. Facts like calming the storms, 
walking on water, feeding 5,000 people, and raising Lazarus from the dead. 
 
Facts like his death on a cross, burial in a borrowed tomb, and resurrection from being 
dead. Facts like his words to his disciples and his ascension into heaven to be at the right 
side of our Heavenly Father. 
 
An old song says that our hope is built on nothing less than Jesus’s blood and 
righteousness. I dare not trust the sweetest frame but wholly lean on Jesus name. Of 
course, we shouldn’t trust humankind’s best-looking plans, but we can fully depend on 
Jesus in everything. Jesus is the solid rock we stand on when everything else is like sinking 
sand. 
 
This hope is our hope. If we have hope like this, we will live by faith with love 
through our salvation in Jesus. 
 
That is the message of the gospel. In verse 6, the gospel 
that has come to you. It is bearing fruit and growing all over the world, just as it has among 
you since the day you heard it and came to truly appreciate God’s grace. 
 
Paul spoke of the gospel as it came to the Colossians, but it also has come to us. 
 



The gospel is bearing fruit or producing followers of Jesus all over the world. And it is 
growing through evangelism, disciple-making, and new church starts, just like you are doing 
today. So Paul’s words to the Colossians are still true today, and we can see its evidence in 
us. 
 
One more word that I should add is grace. We only have hope that produces faith and love 
because of God’s grace to us. We do not deserve his mercy or love, but because he is a 
gracious Heavenly Father, we have salvation in Jesus Christ. 
 
Paul tells them that they heard of this gospel from their Pastor Epaphras 
 
You learned this from Epaphras, our dearly loved fellow servant. He is a faithful minister of 
Christ on your behalf, 
and he has told us about your love in the Spirit. 
 
It’s incredible that nearly two thousand years ago, the same message that the Colossians 
heard from their pastor Epaphras is the same message that you’ve heard in the past and 
will continue to proclaim in the future. I have known of your love in the Spirit, just as 
Epaphras told Paul about the believers in Colossae. 
 
This same message is because of God’s grace, the truth of the Bible, and the faithfulness 
of God’s people, who the Holy Spirit empowers. 
 
Church - everyday we celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ - he rose from 
the dead and still lives today, proving that he is God. And today, we live as a continuation 
of the power of the gospel to produce fruit through faith, love, and hope - given to us 
through God’s grace. 
 
As we celebrate, my prayer for you is much like Paul’s prayer: 
 
I always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you, for we 
have heard of your faith in Christ Jesus and of the love you have for all the saints because 
of the hope reserved for you in heaven. You have already heard about this hope in the 
word of truth, the gospel that has come to you. It is bearing fruit and growing all over the 
world, just as it has among you since the day you heard it and came to truly appreciate 
God’s grace. 
 
And we continue to pray for God’s greatest blessings to you as he continues to lead you 
forward. 
 
Blessings to you - please allow me to pray for us as we transition to the remainder of our 
time. 
 
Join with me as we pray - 
 
 


