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章から章へ、節から節へと見ていますが、今日の箇所はコロサイ書3章12節から14節です。
使徒パウロは聖霊によって、コロサイにある教会に何を脱ぎ捨てるべきか、次に、その代わりに何を身に
着けるのかを書いています。

コロサイ3:12-14
12 ですから、あなたがたは神に選ばれた者、聖なる者、愛されている者として、深い慈愛の心、親切、 謙
遜、柔和、寛容を着なさい。

13 互いに忍耐し合い、だれかがほかの人に不満を抱いたとしても、互いに赦し合いなさい。主があなたが
たを赦してくださったように、あなたがたもそうしなさい。

14 そして、これらすべての上に、愛を着けなさい。愛は結びの帯として完全です。

私たちが理解できるように、神の祝福を祈りましょう。
愛する天のお父様、今この時、心を落ち着かせ、思いを静まらせるために、あなたが必要です。
それによって、あなたに集中することができるのです。
主よ、あなたが今朝、御言葉の中で用意して下さっている事を私たちが聞き、更に大切な「心に留める」
という事ができるように、私たちの間にどんな邪魔も入ってほしくはありません。
いつもあなたは忠実ですから、あなただけができる方法で私たちに語って下さるようにお願いします。
イエスの御名によって。アーメン。

私は今日のこの箇所をずっと楽しみにしていたと告白しなければなりません。
ここ数年、主が私に語って下さっている事、「何があなたを魅力的にするのか」についてお話したいと思
います。私は決して外見の事を言っているのではありません。そうだとしても、今日も皆さんは素晴らし
く見えますよ!もちろん人は他の人の外見を見、それに基づいて判断をしたり、結論を引き出したりするも
のです。
しかし私が今日お話したい事は、使徒パウロが聖霊によって非常に美しく、雄弁に語っている内面の美し
さについてです。言い換えると、私たちの内面を魅力的にするものについてです。
どういう事か分かりますね。ある人たちはどのレベルで見てもハンサムだし、魅力的だし、綺麗なのに、
彼らが話すとあなたは心の中で思うのです。「あぁ、何て事だ…、どうして…」
何を言いたいか分かっているでしょう。

実は面白い夫婦の話を思い出しました。夫婦の会話で、妻が夫に何かを話し、夫が答えるのですが、
夫の皆さんはこれをしないように。夫は「どうしたら、こんなに美しい女性の口から、これほど愚かな事
が出て来るのか?!」妻は、妻だけができる答えですが、「あなた、神が私をこんなに美しく造られたか
ら、あなたは私と結婚したのよ。そしてね、神は私を愚かに造られたから、私はあなたと結婚しちゃった
の。」これは原稿になかった事で。それに、これは結婚についての教えではありませんよ。
この表現の比較をお許し下さい。パウロは「成功への身だしなみをしなさい」と言っているようです。
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以前にも聞いた事がありますね。これは確かに外見の事を言っていますが、パウロが言っているのは、「成
功のための内面の身だしなみをしなさい。これらの衣服を着なさい。キリストを着なさい。」
続けて「霊的な衣服」が7つ書かれています。これらは私たちクリスチャンが身に着けるべきもの、着るべ
きもので、そうするなら内面が魅力的になるのです。

コロサイ3:12 ですから、あなたがたは神に選ばれた者、聖なる者、愛されている者として、深い慈愛 
              の心、親切、 謙遜、柔和、寛容を着なさい。
霊的な衣服1）深い慈愛（Compassion）
興味深いです。私が自問したのは、7つのリストの中で、パウロはなぜこれを最初に置いたのか。
深い慈愛は非常に珍しいからだと思います。特に私たちが生きているこの時代には。
悲しい事に、誰かに対して慈愛を抱くことは滅多にない事で、私たちが慈愛を示し、気にかけていること
を表す時、人々は呆気にとられるのです。
聞いた事があるか分かりませんが、これは今日の預言アップデートでもお話したい事の1つです。
People won’t care how much you know until they know how much you care.
「人々は、あなたがどれほど気にかけているかが分かって初めて、あなたがどれほど知っているか関心を
持つ。」
これは真実で、そして自分の信仰をシェアする時は、まさしくその通りです。
人々に対する本物の心からの気遣い、慈愛が大切なのです。それは、教会の中でさえ目を引きます。

これに関して、私は隣の男性に罪を犯してしまいます。ある人が「やぁ、元気かい?」と尋ねたら「あぁ、
順調さ。君はどうだい?」すると「本当に知りたいの?」私はそんな返答を予測していなくて。
私が予測したのは、「やぁ、元気かい?」「あぁ、祝福されてるよ。君はどうだい?」「あぁ、僕も祝福さ
れてる。主をたたえよう!」
もしかしたら挨拶は、「やぁ、ほんとのところ、調子はどう?」という感じであるべきなのかもしれませ
ん。「ほんとのところ、調子はどうかって? 本当に知りたいの?」「あぁ、本当に知りたいんだ。本当に気
になっているんだ。」これは2つ目に繋がります。

霊的な衣服2）親切（Kindness）
私は親切を慈愛と同様の意味だと見ています。親切はそれ自体で説教そのものになり得えますし、私は御
言葉の中で共に過ごす時間の全てを使って、親切についてシンプルに語る事ができるでしょう。
親切な言葉。親切な行い。親切はとてもパワフルだと言ってもいい。

パウロがローマの教会に書いた事です。
ローマ2:4 それとも、神のいつくしみ深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かないつ

くしみと忍耐と寛容を軽んじているのですか。
彼は基本的に、「神の親切・慈しみが悔い改めに導く」と言っているのです。「神の義が」「神の正義が」
「神の戒めが」ではない。神の親切・慈しみ深さが導くのです。
ヘブル4:12 神のことばは生きていて、力があり、両刃の剣よりも鋭く、たましいと霊、関節と骨髄を

分けるまでに刺し貫き、心の思いやりやはかりごとを見分けることができます。
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これは預言アップデートで少し話そうと予定しているのですが、あまり起こる事ではありません。
でもそれが起こると、私たちが今見ている御言葉の通りだと気づくのです。

私たちは言葉に問題がある時代に生きていますね。神に願うのは、ただただ親切な言葉を話すようにとい
う事。こういうのを聞いた事があるでしょう。私は完全に反対意見ですが。
Sticks and stones may break my bones but words were never hurt me. 
「棒や石は私の骨を折るかもしれないが、言葉は決して私を傷つけることはない。」
（他人に嫌なことを言われても、傷つく必要はない。）
冗談でしょう。1つの不親切な言葉は、身体的な傷よりも深く切りつけ、傷つけ得るのです。
とにかく親切にしましょう。

私は、救い主はとても親切な方だと想像します。声のトーンさえも。弟子たちが嵐の中でひどく恐れたり、
疑いで一杯だった時、イエスは彼らに、とても柔らかくて親切なトーンで言ったと信じています。
「なぜ、あなたがたの信仰はそんなにも小さいのか? あなたがたの神はこんなにも大きいのに。」
イエスが不親切な口調で話しているのを想像したことはありません。「まったく、なんとちっぽけな信仰
だ!」まさか。イエスの振る舞い、話す言葉の中には親切があるのです。

霊的な衣服3）謙遜（Humility）
これもそれ自体で説教になり得ますが、私は、謙遜はクリスチャンの最も魅力的な特性だと確信していま
す。イエスはその謙遜と柔和のゆえに、あんなに魅力的で親しみ易く、だからこそ、子供たちが彼の周り
に集まって来ました。つまり彼は威圧的ではない。イエスの表情、振る舞い、声、言うならば人格に、幼
い子供たちでさえ惹きつけられたのです。
Pride is repulsive and humility is attractive.「高慢はおぞましく、謙遜は魅力的である。」同意しますか?
謙遜な人に惹きつけられるのは真理でしょう。 

木曜日の夜に書から書へ、章から章へ、節から節へと聖書を学んでいて、詩篇が殆ど終わり箴言に近づき
ました。箴言は聖書の中で大好きな書の1つで待ち切れません。他の65の書もそうだけど特に箴言。箴言
全体に充満しているのは何かというと、「高慢はおぞましい。」
主は遠くからでも高慢を見分け、退けられます。「わたしから離れなさい!」
しかし主は、へりくだる者に恵みを与えて高く上げ、高慢な者をヘリくだらせる。
ヤコブ4:10 主の御前でへりくだりなさい。そうすれば、主があなたがたを高く上げてくださいます。
私の翻訳、JDV訳ではどう読むかシェアしなければなりませんね。神が御言葉でとても明確に語って下
さった時、こんな感じでした。「主の前にへりくだりなさい。主があなたをへりくだらせる前に。」
神はしばしば、高慢になっている私たちをへりくだらせる必要があるとみられるのです。

私にとって謙遜は、クリスチャンの人生で最も魅力的な特性です。
私は滅多に映画の話はしないのですが『ロッキー』、続編がいくつあるのか知らないけど、『ロッキー
28』とかではなく1作目のロッキー。アポロ・クリード（ロッキーの対戦相手のヘビー級世界チャンピオ
ン）がベルや口笛の中、「俺は最強だ!」と華やかに登場します。そこにロッキー・バルボアが入場して
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「私は、ただチャンピオンと共にリングに上がれることを嬉しく思います。」
その時あなたは、ロッキーがアポロ・クリードを叩きのめして欲しいと思っている自分に気がつくでしょ
う。なぜか? 謙遜だから。ところで、これが判官びいきの理由ですよ。思い上がっている人の事は好きで
はありませんね。謙遜はとても魅力的です。

霊的な衣服4）柔和（Gentleness）
これは重要です。皆さんがある言葉をもっと深く理解したいなら、時に、その言葉の正反対の意味を見る
必要があります。柔和の反対は厳しさ・辛辣（Harshness）
柔和さは、人々にキリストを納得させるのに最も有効な特性です。親切の次に柔和。箴言にはこうも書い
てあります。
箴言25:14 柔らかな舌は骨を砕く。（優しい言葉は骨を砕く/A gentle word can break a bone（ISV））
まさしく柔和の霊。

私が告白すべき事は、この柔和と、次に見る寛容は（もうすぐ寛容を見ますが、それまで寛容でいて下さ
い）、私にとって格闘だったという事です。ありのままを言うと、私は本当に柔和になる必要がある時に、
そうなれない人間なのです。
柔和(Gentleness)は人生のあらゆる領域に関係する特性・特色の1つです。夫婦関係においては特にそうだ
と思います。紳士であること（being a gentleman）、柔和な男性（a gentle man、gentlemen）。
私は紳士になりたい。柔和な男に。子供たちに、親としてどんなに柔和であるかを示す事ができる者にな
りたいのです。 

私が告別式を行う時はいつも、ソロモンが伝道者の書に書いている事を考えます。 
伝道者の書7:2 祝宴の家に行くよりは、喪中の家に行くほうが良い。そこには、すべての人の終わりがあ

り、生きている者が それを心に留めるようになるからだ。
パーティーに行く時は、人生の短さや、全ての男性・女性の未来の出来事について考えていません。
でも告別式に行く時は、自分自身を見つめ直し、人生の短さの現実と向き合うようになる。だからパー
ティーに行くよりも告別式に行く方が、もっと良いのです。
これには健全な意味があって、病的に聞こえない事を願うし、病的であってはなりません。
あなたが携挙よりも前に死んだなら、携挙を待たずに告別式を進めるのは健全な事です。
意味を説明します。あなたの告別式で、みんなはあなたの事をどう言うでしょう? 
あなたが「どれほど親切で、柔和で、謙遜な人だったことか」と話すでしょうか。

ガラテヤ6章に、柔和な心は罪の中に陥っている人を回復させると書いてあります。
ガラテヤ6:1 兄弟たち。もしだれかが何かの過ちに陥っていることが分かったなら、御霊の人である 

あなたがたは、柔和な心でその人を正してあげなさい。
私たちは彼らを回復させるために熱心に忠告をしますが、それを柔和な心で行うのです。
厳しく辛辣に、ではなく柔和に。

皆さんの寛容に感謝します。次は
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霊的な衣服5）寛容（Patience）
皆さんの翻訳の中には、これを「忍耐強さ」（Longsuffering）と訳しているものがあると思います。
今日、あまり使われる言葉ではありません。これはどういう意味でしょうか? 私はこの奥深さを知ってい
ますよ。「長い間苦しむ（to suffer long）」。忍耐深く、長期間 、誰かと共に /誰かのために苦しむ。

忍耐の反対語は短気(Impatient)。私をそんな風に見ないで下さいよ、皆さんも私と同じでしょう。
特に渋滞の時は。実際、今朝ここに来る時運転中に、これについて祈っていました。
「主よ、私の人生から、渋滞の時のたとえを使うべきですか?」私はそれをするのは気が進まなくて。なぜ
なら、私が勝利の中を歩んでいないと思われたくないからです。

主は私の内に働いて下さっていて、私が自身の短気について学んでいる事はこれです。
短気である事が何を告げているか分かりますか? 「あなたの時間よりも、私の時間の方がもっと大切
だ。」「あなたの目的地よりも、私の目的地の方がもっと重要だ。」
あなたが急いでいて、しかも渋滞の時（OK、渋滞のたとえを使いますよ）、誰かが前に割り込んで来たと
します。それを追い越すことはできない。そして…その車は制限時速よりも4.8㎞遅い。
「これはわざとだ。意図的だ。私が教会に行かなければならないのを知らないのか? 私は牧師だぞ。教会
に行かなきゃいけないのに!」

私が繰り返し見る悪夢が何か、話した事がありますよね。皆さんが子供の頃に何度も見た悪夢というのは、
パジャマで学校に行っているという夢でしょ。見ませんでしたか?
私のは、私が教会へ向かう途中、渋滞の中で誰かが割り込んできて、私は追い越そうとするけどできなく
て、いつもするように彼らを睨みつける。
ところで、このために、私は車に「カルバリーチャペルカネオヘ」と書いたり、魚のステッカ―とか、
「携挙の時、この車は無人になります」とか付けないのです。多分付けるべきかもしれないけれど。
もっと良い運転をするでしょうから。
さて、私はその車を追い越し、睨みつけてスピードアップ。教会へと走って、そうして笑顔を作ります。ど
ういう事か分かりますね。教会に向かっている私をクリスチャンだと知るのは、到底困難でしょう。そし
て駐車場に入る時には笑顔で「あぁ、主をたたえます!」すると、車が私の前に入って来て、私が睨みつけ
た運転手が私の隣に駐車している。「…これは主ですね。」

短気は、私たちが本来の姿よりも自分を高評価する時にやって来ます。自分の時間の方がもっと大切だと
考えるのです。
スーパーのエクスプレス・ライン（特定の個数以下の買い物客が並べるレジ）で、こんな事しますか? 私が
先週やってしまった事を告白しますが、私は本当に急いでいて、エクスプレス・ラインに並んでいました。
以前は10品だったと思いますが、今は15品まで? 店によって違うのでしょう。
私は他の人のカゴの中の商品を数えていました。15品よりも多いように見えたから。でも私は何も言いま
せんでしたよ。「17品入っているじゃないか! この列から出て行け! ここには入れない!」と言った時、
「ちょっと待って。あなたを見た事があるわ。あそこの教会の牧師じゃない?」想像できますか?
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コロサイ3:13 互いに忍耐し合い、だれかがほかの人に不満を抱いたとしても、互いに赦し合いなさい。主
があなたがたを赦してくださったように、あなたがたもそうしなさい。

霊的な衣服6）赦し（Forgiveness）
これもまた単独で説教になり得て、実際、次に話す最後の7つ目の愛に繋がります。
私は、イエスがルカ7章で教えたたとえ話について考えていました。ここで何が起こっていたのか、背景を
説明します。

ルカ7章。非常に罪深い過去を持っている女性がいます。余りにも罪深い。
イエスが招待されて夕食を取っていたところにこの女性が現れ、イエスの元に進み行って泣き始めました。
想像するに、感情を抑えきれずに激しく泣いたかもしれません。その涙でイエスの足を洗い、自分の髪の
毛で御足を拭き、それから彼女は石膏の壺を取り出します。
あるコメンテーターたちは、この時代のこの文化において、ミイラにする以前の事ですが、石膏の壺に入っ
た香油は、約1年分の賃金の価値があると言っています。それほど高価なもので、自分の死に備え、埋葬用
の、今で言う告別式の香油を蓄えるのです。
彼女は非常に高価な、とても良い香りの油で一杯になっている石膏の壺を割って、その香油をイエスに注
ぎました。あたかもイエスの死と埋葬のために注がれる油のように。
この記述全体が、まさに大変興味深いひな型です。これは実話ですよ。

さて、その場にいた男たちは、これは全く考えられない事だと腹を立てました。彼らは心の中で、「もし
この人が本当に預言者なら、この女の過去を知っているだろう。彼女がどんなに罪深いか、知らないはず
がない」（ルカ7:39）
興味深い事に、イエスは私たちの思いを読み取る事ができますね。私はこれが大好きですが、福音書を読
むと、イエスは彼らが心の中で考えている事を「わたしはあなた達の思いを知っているよ」
「あなた達にある話をしたい。」理解し易いように、現代風に変えてみます。
2人の債務者の男がいて、1人は100ドルの、もう1人は1億ドルの借金を抱えている。借金1億ドルの男が主
人の所に行くと、主人はその借金を全部帳消しにしてあげました。借金100ドルの男も主人の所に行くと、
「いいか、私はあなたの100ドルの借金を許す。もう借金はない。」
（よく聞いて下さい）そうしたら、100ドルの借金を許された男が、自分に借金をしている人の所に行って
「支払え!」そこで、借金を許してあげた主人が、「ちょっと待ちなさい。私はあなたの100ドルを許した
ばかりじゃないか。あなたは、この人があなたから借りた10ドルを返すように要求するのか?」
イエスはこの2人を比べて、「借金1億ドルの人と借金100ドルの人では、どちらがより感謝すると思いま
すか?」「もちろん、1億ドル許された人の方です。」イエスは「その通り。なぜだか知りたいか? 
多く許された人は、多く愛するからです。逆に言えば、少しだけ許された人は、少しだけ愛します。
コロサイ3:14 そして、これらすべての上に、愛を着けなさい。愛は結びの帯として完全です。
霊的な衣服7）愛（Love）
愛は、完全数である7にどれだけふさわしい事か。これが完成させるのです。
他の6つ全てが集められ、結び合わされ、完全に一致する。
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Ⅰペテロ4:8 愛は多くの罪をおおうからです。
私が提示したいのは、愛は全てを結び合わせるだけでなく、まず最初に、愛がそれらを生み出すという事
です。

とてもよく知られているガラテヤ書5章の御言葉で終わりたいと思います。良く知っていますね。
ガラテヤ5:22-23
22 御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、
23 柔和、自制です。
御霊の実（the fruit of the Spirit）は単数形です。愛の実から始まって、そこから何が生み出されるのか。
さらに多くの実です。喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。
23 このようなものに反対する律法はありません。

ガラテヤ5:22-23は、パウロがコロサイ教会に宛てて書いたコロサイ3:12-14の基本的リストである事に気
づきましたか? 殆ど言葉通りです。
コロサイ3:12 ですから、あなたがたは神に選ばれた者、聖なる者、愛されている者として、深い慈愛

の心、親切、 謙遜、柔和、寛容を着なさい。
13 互いに忍耐し合い、だれかがほかの人に不満を抱いたとしても、互いに赦し合いなさい。
主があなたがたを赦してくださったように、あなたがたもそうしなさい。

14 そして、これらすべての上に、愛を着けなさい。愛は結びの帯として完全です。
 
では、「愛を着けなさい」とはどうやるのか、どんな感じなのか。どうやって慈愛、親切、柔和、寛容な
ど全てを、実践的に身に着けることができるのでしょうか。それは、私たちが御言葉を行う事ができるよ
うに強めて下さる聖霊によるのです。私たちの内におられる聖霊の助けなしには、あなたにも私にもこれ
らを行う方法はありません。自分でやろうとするとプラスチックの実ができます。
人々は見抜くでしょう。同意しますか?
あなたは作り出せません。フリをすることもできません。挑戦はできるけど、人々はあなたが誠実でない
ことを見抜くでしょう。正真正銘の本物の愛は、聖霊から来るものなのです。

私の人生の中から1つお話をして、私たちの結婚についての話ですが、終わりにしたいと思います。皆さ
ん、構いませんか? 
私たちが結婚生活を始めて間もない頃、私は妻にある事を伝えました。私はとても深くて、偽りのない真
実の言葉だと思って言ったのです。「ハニー、僕は神様だけが与えることのできる愛で、君を愛してるよ。
感謝だよ。」私は彼女が、「あなたを愛しているわ。なんて素晴らしい愛する夫なの!」と、ただハグして
キスするのを待っていました。そんな事は起こりませんでしたよ。
「つまり、こういう事? あなたは本質的に、少しの愛も奮い立たせることができないと。 私を愛せる唯一
の方法は、神があなたに私への愛を与えることだと。そうでないと私を愛せないんでしょ! それほどに、私
は愛されていないって事でしょ!」これが彼女の返事。何ですと? 何でそうなるの?! どういう事?! 違うんだ!
「どうして、そんなにも…」いいえ、そんな事は言いませんよ。これは実話です。すみません。この礼拝
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に妻は来ていないので逃げられます。
しかし、よく考えて下さい。これは真理です。

私は結婚式で司式を行うのを本当に楽しんでいるのですが、いつも花嫁よりも新郎を見つめます。
なぜなら、責任は彼にかかっているから。使徒パウロはエペソ書でこう語りました。
「夫たちよ、妻を愛しなさい。」
エペソ5:25 夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を献げられたように、あなたがた

も妻を愛しなさい。
「自分自身のように妻を愛しなさい。」
エペソ5:28 自分の妻を自分のからだのように愛さなければなりません。
つまり、パウロは夫たちに3回も言っているのです。「妻を愛しなさい。」
妻には「妻たちよ、夫を愛しなさい」とは1度も言いませんでした。これは問題ではありません。
パウロが妻たちに何と言ったか知っていますか? とても簡単で短いですよ。
夫たちには3度、「夫たちよ、妻を愛しなさい。夫たちよ、妻を愛しなさい。夫たちよ、妻を愛しなさ
い。」妻たちには「妻は、夫を敬いなさい。」

ですから、私は新郎に言います。私が新郎をよく知っているなら、結婚式のもっと前に既に話しています
が、新郎によっては、言わなければいけないと思っています。
「神があなたに与える愛、神である聖霊の力によってのみ、あなたは妻を深く愛する事ができるのです。
それは殆ど無理な要求だと思いますよね。」新郎たちはいつも頷きますよ。
「キリストが教会を愛するように、あなたが妻を愛することができる唯一の方法は、神があなたに与えて
下さる彼女への愛だけなのです。」

祈りましょう。
天のお父様、感謝します。主よ、内側の美しさである7つの特性のリストを感謝します。
私たちの内におられる聖霊様、私たちがこれらを身に着けられるように助けて下さい。
イエスの御名によって。アーメン。

＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾
「きょう、もし御声を聞くならば、あなたがたの心をかたくなにしてはならない。」へブル4:7
メッセージby  JD Farag牧師 
カルバリーチャペルカネオヘhttp://www.calvarychapelkaneohe.com/
Calvary Chapel Kaneohe　　47-525 Kamehameha Hwy. Kaneohe, Hawaii

筆記 Rumi 

コロサイ3:12-14　　「何があなたを魅力的にするのか」　�8

http://www.calvarychapelkaneohe.com/

