
コロサイ1:24-29を朗読しましょう。 
 
前の箇所、特に23節でパウロは自らが「福音のしもべ」となったという話しをしています。そこから

連想してパウロは自分の働きについて詳しくこの箇所で話し始めます。 
 
24節　今、私は、あなたがたのために受ける苦しみを喜びとしています。私は、キリストのからだ、

すなわち教会のために、自分の身をもって、キリストの苦しみの欠けたところを満たしているので

す。 
 
パウロは苦しみを喜びとしています。文脈的に見て、喜びが中心的なテーマですので、今回はパウロ

の喜びに注目してみましょう。 
 
最初は気まずく感じるかもしれませんが、話し合うのではなく、それぞれ紙とペンを用意して次の事

を考えてみましょう。 
1. パウロは何のために苦しんでいるでしょう？ 
2. パウロはなぜ喜んでいると思いますか？ 
 
25-26節を朗読しましょう。 
25,私は神から委ねられた務めにしたがって、教会に仕える者となりました。あなたがたに神のこと

ばを、26,すなわち、世々の昔から多くの世代にわたって隠されてきて、今は神の聖徒たちに明らか

にされた奥義を、余すところなく伝えるためです。 
 
 
25-28節は寄り道で、パウロが自身の働きについて話している箇所です。次の事を話し合いましょ

う。 
1. パウロの役割は何でしょうか？ 
2. なぜパウロはその働きをしているのでしょう？ 
3. あなた自身の教会という家族の中での役割は何でしょうか？ 
 
27節を朗読しましょう。 
27,この奥義が異邦人の間でどれほど栄光に富んだものであるか、神は聖徒たちに知らせたいと思わ

れました。この奥義とは、あなたがたの中におられるキリスト、栄光の望みのことです。 
 
この箇所でパウロはついに“神のことば”(25)と“奥義”(26)が一体何なのか説明します。それは「あなた

方の中におられるキリスト」です。キリストが私達の内におられ、私達がキリストの内にある(ロー

マ8:1, 10参照)という概念は新約聖書に200回以上出てきます(彼の内に、彼と共に、キリストを通し

てetc.) 
 
私達はキリストとの結合を通して救いの全ての要素を受け取りました。イエスが義だから私達も義認

され(ローマ8:1)、イエスが聖だから、どんなに失敗しても私達も聖徒で(Iコリ1:2)、イエスが神の御

子だから私達も神の子供で(エペソ1:5)、イエスが死に、よみがえられたから私達の古い人は死に、新

しい命が与えられました(コロサイ2:12, 20, 3:1) 
 
「福音は、救いは何なのか？」ではなく、「福音は、救いは誰なのか？」が正しい問いなのです。 
 
ここでも五分間、それぞれ一人で時間をとって上に書かれている聖書箇所を一つ一つ開き、このキリ

ストとの結合という言葉にならないほどに素晴らしい真理を、奥義を思い巡らし、喜び、感謝しま

しょう。 
 
その後互いに話し、分かち合いましょう。 



 
28節を朗読しましょう。 
28,私たちはこのキリストを宣べ伝え、あらゆる知恵をもって、すべての人を諭し、すべての人を教

えています。すべての人を、キリストにあって成熟した者として立たせるためです。 
 
パウロの目的は「すべての人を、キリストにあって成熟した者として立たせる」事です。だから彼は

宣べ伝え、諭し、教えています。 
 
あなたがキリストにあって成熟して欲しいと願っている人は誰ですか(クリスチャン、ノンクリス

チャン問わず)？自分も含め、その人たちがキリストにあって成熟するために、神様は何をするよう

に、どう関わるようにあなたを促していますか？ 
 
 
29節を朗読しましょう。 
29,このために、私は自分のうちに力強く働くキリストの力によって、労苦しながら奮闘していま

す。 
 
パウロは「すべての人を、キリストにあって成熟した者として立たせる」ために労苦しながら奮闘し

ています。 
 
再度考えて、今度は話し合ってみましょう： 
1. パウロは何のために苦しんでいるでしょう？ 
2. パウロはなぜ喜んでいると思いますか？ 
 
以下の問いについても話し合ってみましょう。 
 
3. 誰の力によってパウロは労苦しながら奮闘していると言っていますか？ 
 
互いのために以下の事を祈りましょう:  

1. 互いがキリストにあって成熟できるよう 
2. 私達がキリストとの結合という素晴らしい奥義を心から喜ぶ事ができるよう 
3. 私達が内におられるキリストの力を通して、福音のために喜びを持って労苦できるよう 

  



Read aloud Colossians 1:24-29 
 
Paul mentioned that he became a servant of the Gospel in the previous passage, especially v23. This 
reminds him that he wants to talk about his ministry.  
 
v24 Now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I am filling up what is lacking 
in Christ's afflictions for the sake of his body, that is, the church,  
 
Paul is rejoicing in his suffering. Considering the context, his main focus here is the joy here, so let’s 
focus on it.  
 
It may feel a bit awkward at first, but this time, do not discuss, but take a pen and paper and Meditate 
the following questions.  
1. What is Paul suffering for?  
2. Why do you think he is joyful?  
 
Read vv25-26 together. 
25 of which I became a minister according to the stewardship from God that was given to me 
for you, to make the word of God fully known, 26 the mystery hidden for ages and generations 
but now revealed to his saints.  
 
Paul takes a detour in vv25-28 and talks about his ministry. Discuss the following.  
1. What is his role? 
2. Why does he do what he does?  
3. What is your God-given role in the church family?  
 
Read v27 together.  
27 To them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the 
glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory.  
 
Here Paul further explains what “Word of God”(v25)/”the mystery”(v26) is: Christ in you.  
This concept of Christ being in us and us in him (see Rom 8:1,10) appears over 200 times in the 
NT(in him, in Christ, in Jesus with him, etc.).  
 
We have received all aspects of salvation because we are united to Jesus. Because Jesus is 
righteous, we are righteous (Rom 8:1). Because Jesus is holy, we are saints no matter how messed 
up we are(1 Cor 1:2). Because Jesus is the son of God, we are children of God (Eph 1:5). Because 
Jesus died and rose again, our old self died and we have a new life(Col 2:12, 20, 3:1) 
 
The question is not “what is the Gospel/Salvation?” but “Who is the Gospel/Salvation?” 
 
Now, take 5 minutes to meditate on the passages above, and delight in/thank God for this amazing 
truth and mystery of our union with Christ. Do this individually. 
 
After 5 minutes take a few minutes to talk with each other about this amazing truth.  
 
Read v28 together.  
28 Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may 
present everyone mature in Christ.  
 
Paul’s purpose is to “present everyone mature in Christ” this is why he proclaims, warns, and teaches.  
 
Who are the people you want to see mature in Christ (Both believer and unbeliever)? In what ways is 
God challenging you for them (you included) to mature in Christ?  
 
Read v29 together. 
29 For this I toil, struggling with all his energy that he powerfully works within me. 



 
Paul says that he toils and struggles for the purpose of presenting “everyone mature in Christ”.  
 
Now, consider the following again and this time, discuss.  
1. What is Paul suffering for?  
2. Why do you think he is joyful?  
 
and now add this question in your discussion.  
 
3. whose energy does Paul say he is toiling with? 
 
Now, pray for each other:  

1. That we will be mature in Christ 
2. That we will be overwhelmed by the amazing mystery of our union with Christ.  
3. That we will joyfully toil for the Gospel, with the strength of Christ who is in us 


