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2021年 12月 5日（日）礼拝メッセージ 

聖書箇所：エレミヤ書 1章 11～19節（エレミヤ書講解説教 2回目） 

タイトル：「あなたは何を見ているのか」 

 

 今日は、エレミヤ書 1章 11～19節の御言葉から、「あなたは何を見ているのか」とい

うタイトルでお話します。エレミヤが預言者として召命を受けた後、最初の預言を発す

るまでの間に、主はエレミヤに対する召しを確かなものとするために、二つの幻を見せ

られました。それがアーモンドの枝と煮え立った釜の幻です。 

 

 Ⅰ．アーモンドの枝（11-12） 

 

 まず、11節と 12節をご覧ください。「主のことばが私にあった。「エレミヤ、あなた

は何を見ているのか。」私は言った。「アーモンドの枝を見ています。」すると主は私に

言われた。「あなたの見たとおりだ。わたしは、わたしのことばを実現しようと見張っ

ている。」」 

 

 エレミヤの預言者としての働きは、アーモンドの枝を見ることから始まります。「ア

ーモンド」は、ヘブル語で「シャケデ」と言います。意味は「目覚める」とか「見張る」

です。イスラエルでは、アーモンドの木は春になると一番先に花をつけました。日本で

言えば梅の木でしょうか。とてもよく似ています。梅の花のように白い花をつけるので

す。 

春が来るとカラカラに乾いた冬の終わりを告げます。そのときアーモンドの木に一斉

に花が咲き始めるのです。エレミヤはそれを見ていました。先ほども申し上げたように

「アーモンド」はヘブル語で「シャケデ」、意味は「目覚める者」とか「見張る者」で

す。彼は預言者として神が語ることばが実現するかどうか見張る者として、神から召さ

れました。この「見張る」というヘブル語は「ショケデ」と言いますが、ここに語呂合

わせが見られます。「シャケデ」と「ショケデ」です。「アーモンド」と「見張る」です。

私はよくおやじギャグを言って顰蹙
ひんしゅく

をかうことがありますが、神の語呂合わせは見事

ですね。ショケデがシャケデを見ているのです。エレミヤは、自分が預言者として召さ

れたことを感慨深く思っていたに違いありません。それはまさに自分のことではないか。

私はアーモンドだ！と思っていたかもしれません。 

 

その時彼に、主のことばがありました。「エレミヤ、あなたは何を見ているのか」。口

語訳では「何を見るか」です。つまり、あなたは何を見ようとしているのかということ

です。何を見ているのかって、アーモンドの枝です。しかし、本当に彼が見なければな
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らなかったものは何だったのでしょうか。私たちの目にはいろんなものが映りますが、

その中で何を見ているのか、何を見ようとしているのかは重要なことです。目で見てい

るからといっても、必ずしも見ているわけではないからです。耳で聞いているからとい

っても、必ずしも聞いているわけではないのです。 

 

マルコの福音書 8 章 14～19 節には、弟子たちがパンを持ってくるのを忘れて舟に乗

り込んだ時の出来事が記されてあります。そのとき、イエス様が彼らに「パリサイ人の

パン種とヘロデのパン種には、くれぐれも気をつけなさい。」(マルコ 8:15)と言われた

のです。それを聞いた弟子たちは焦りました。自分たちがパンを持ってくるのを忘れた

ことについて、イエス様から非難されたと思ったからです。それで彼らは互いに議論し

始めました。 

するとイエス様はそのことに気がついてこう言われました。「なぜ、パンをもってい

ないことについて議論しているのですか。まだ分からないのですか。悟らないのですか。

心をかたくなにしているのですか。目があっても見ないのですか。耳があっても聞かな

いのですか。あなたがたは覚えていないのですか。」(マルコ 8:17-18) 

「あなたがたは覚えていないのですか」とは、その前にイエス様が行った七つのパン

の奇跡のことです。イエス様は、七つのパンで四千人の男の人たちの腹を満腹にさせま

した。パンの問題はもうその奇跡で解決済みでした。そのパンの奇跡によってイエス様

が示そうとしたことは、人はパンだけで生きるのではなく、神のことばによって生きる

のだということです。つまり、人は神の恵みによって生きるのだということです。それ

なのに、パンを持って来るのを忘れたからといって、パンパカパーンと叱責されるはず

がありません。でも弟子たちにはそれがわかりませんでした。彼らは本気でパンのこと

で叱られていると思ったのです。問題は何でしょうか。よく見ていなかったということ

です。よく聞いていなかった。目があっても見ない、耳があっても聞かない、悟らない。

心をかたくなにしていたのです。 

 

私たちもそういうことがあるのではないでしょうか。いろんな経験をしても、ただぼ

んやりとしていたら、その経験、つまり見たもの、聞いたものは、何も見たことにはな

りません。聞いたことにはならないのです。どんなにイエスの奇跡を体験しても、それ

を体験すればするほど、私たちの心は鈍くなり、御利益的信仰しか養われないで、心が

鈍くなっていくということがあるのです。神様を信じていれば、必ずいいことばかりく

るのだという程度のことしか期待できなくなっているのです。 

 

ですから、私たちが何を見るか、何を見ようとしているかは大事なことなのです。私

たちが日常生活において、いつも心を研ぎ澄まして、本質的なものは何か、一番大事な

ものは何なのか、今、しなければならないことは何か、なくてならないものは何かと、
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注意深く見ようとしていないと、見えるものも見えてこなくなります。 

 

エレミヤは今、預言者とし召されたばかりでした。その時にアーモンドという花を見

ていたのか、見せられたのかわかりませんが、じっと見ていました。それはただ見てい

たというよりも、そこから悟りを得るかのように見ていたのです。アーモンドの枝は他

の花に先駆けて芽を出し、花を咲かせます。それゆえ目覚めの花ともいわれています。

エレミヤは思ったかもしれません。自分は他のだれにも先駆けてこの時代の先駆者にな

らなければならない。この時代を見張らなくてはならないと。特に彼は神に召された時

に、神から「引き抜き、引き倒し、滅ぼし、壊し、建て、また植えるために」と言われ

ました。厳しいさばきを民に伝えなければならないという意気込みがあったでしょう。

普通ならばなんでもないアーモンドの枝でも、いつもとは違ったものとして見ていたの

かもしれません。 

 

すると主が彼に言われました。「あなたの見たとおりだ。」新共同訳では「よくぞ見た

ものだ」と訳しています。つまり、主はエレミヤが見ているものをほめているのです。

喜んでいるんです。「よくぞ見たものだ」と。預言者として召されたエレミヤが見るべ

きもの、それはアーモンドの枝を通して見る神の御思いだったのですが、彼はそれをし

っかりと見ることができたのです。それは目覚め、見張るという彼に与えられていた使

命でした。 

 

しかしそのあとで主は、思いがけないことを言われました。それは「わたしは、わた

しのことばを実現しようと見張っている」ということです。つまり、見張っているのは、

エレミヤではなく、神ご自身であるということです。確かにエレミヤは預言者として召

されたからには、この世に先駆けて目を覚まし、この世を見張らなくてはならないと思

っていたでしょうが、しかし、それ以前に、神ご自身が見張っているというのです。何

を見張っているかと言うと、「わたしはわたしのことばを実現しようと見張っている」

というのです。ここで言われている「わたしのことば」というのは、神がエレミヤを通

して語られる神のことばです。エレミヤに託された主のことばが、どのように実現する

のかをご自身が見張っているというのです。これを聞いた時エレミヤはどんなに肩の力

がぬけたことかと思います。ヨッシャー！と思って立ち上がったら、「いや、それはあ

なたがするんじゃなくてこのわたしだ」と言うのですから。ガクッと来ますよね。では

そのことばとはいったいどのようなことばなのでしょうか。 

 

 Ⅱ．煮え立った釜（13-16） 

 

 それが次に出てくる煮え立った釜の幻です。13～16節をご覧ください。「再び主のこ
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とばが私にあった。「あなたは何を見ているのか。」私は言った。「煮え立った釜を見て

います。それは北からこちらに傾いています。」すると主は私に言われた。「わざわいが

北から、この地の全住民の上に降りかかる。 今わたしは、北のすべての王国の民に呼

びかけている-主のことば-彼らはやって来て、エルサレムの門の入り口で、周囲のすべ

ての城壁とユダのすべての町に向かいそれぞれ王座を設ける。わたしは、この地の全住

民の悪に対してことごとくさばきを下す。彼らがわたしを捨てて、ほかの神々に犠牲を

供え、自分の手で造った物を拝んだからだ。」 

 

 これがエレミヤを通して語られた主のことばです。先のアーモンドの枝の幻を見てか

ら幾日か経ってからのことでしょう。再びエレミヤに主のことばがありました。「あな

たは何を見ているのか。」エレミヤは答えました。「煮え立った釜を見ています。それは

北からこちらに傾いています」と。 

 

 「煮え立つ釜」とは、神の煮え立つような怒りのことです。それが「北から傾いてい

る」とは、バビロン軍が北の方からやって来るということです。彼らはやって来て、エ

ルサレムの門の入り口で、周囲のすべての城壁とユダの城壁のすべての町に向かってそ

れぞれ王座を設けるのです。いったいなぜそのようなことが起こるのでしょうか。それ

は 16 節にあるように、彼らがイスラエルの神、主を捨てて、ほかの神々にいけにえを

ささげたり、自分たちの手で作った物を拝んだからです。その悪に対して主がさばかれ

るからです。これが主のことばです。主は、このことばを実現しようと見張っているの

です。 

 

 でもどうやってこれが起こるのでしょうか。というのは、エレミヤが預言者として召

されたのは B.C.627年のことでした。当時、周辺諸国を支配していたのはアッシリヤ帝

国です。アッシリヤ帝国によってオリエント世界は完全に支配されていたのです。バビ

ロンなんていう国は聞いたこともありませんでした。事実、バビロンはアッシリヤの支

配下にありました。ですから、世界最強のアッシリヤ帝国が消滅して、名もないバビロ

ン帝国が世界の覇者になると聞いても、ピンときませんでした。だれも信じることがで

きなかったのです。今で言えば超大国のアメリカが消えて無くなり、どこの名もないよ

うな国が急に世界の覇者になるようなものです。考えられません。そのバビロンがやっ

て来てどうやってエルサレムを滅ぼすというのでしょうか。そんな時に、エレミヤはこ

の預言のことばを語れと言われたのです。語れと言われても、それは突然天から聞こえ

てきたというよりもエレミヤの思いの中に、そのような思いが与えられたということで

しょう。 

 

 彼は夕飯を待ちながら、グツグツと煮え立つ釜を見ていると、その釜が突然北の方か
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ら傾いてきてこぼれそうになりました。そのとき、「わざわいが北から、この地の全住

民の上に降りかかる。」という主の御声を聞いて、神のことばを悟ったのです。つまり

エレミヤは夕飯の用意をしながら、グツグツと煮え立つ釜を身ながら、偶像礼拝をして

いるイスラエルのあり方を身ながら、こんなことをしていたら、きっと神のさばきがく

ると考えたのです。それが北からやって来るバビロン帝国でした。 

 

 まだ人々はバビロンという国さえ知らない時代です。まだ北からの驚異を少しも感じ

ていないとき、そんな時に人々にこんな罪の生活をしていたから、必ず北から攻められ

る、それは神のさばきだと人々に語らなければならないのです。だれが信じるでしょう

か。だれも信じられなかったでしょう。バカじゃないか、そんなことあるはずがないじ

ゃないか、もっとマシな話をしろと、鼻で笑われたに違いありません。これが神のこと

ばだと告げれば告げるほど人々から笑われ、そんなことを言って脅かすなと非難されて

いたのです。17章の 15節からのところをみると、エレミヤの嘆きの言葉が記されてい

ます。「ご覧ください。彼らは私に言っています。『主のことばはどこへ行ったのか。さ

あ、それを来させよ。』しかし私は、あなたに従う牧者になることを避けたことはあり

ません。癒やされない日を望んだこともありません。あなたは、私の唇から出るものが

御前にあることをよくご存じです。私を恐れさせないでください。あなたは、わざわい

の日の、私の身の避け所です。私を迫害する者たちが恥を見て、私が恥を見ることのな

いようにしてください。」(17:15-18) 

エレミヤが「北から攻められて、自分たちの国は滅びる」、これは主のことばだと語

れば語るほど、お前の言った言葉はちっとも実現しないではないかとからかわれていた

のです。 

 

 そのエレミヤに対して主は、「わたしはわたしのことばを実現しようと見張っている」

と言われました。お前がこれは主のことばだといって語ったことは、わたしが責任をも

って実現させる、そのために見張っているのだと、神はエレミヤに語られたのです。だ

からお前は安心して主のことばを語れというのです。わたしがお前が語ったことばを実

現させるからと。これはエレミヤにとってどんなに心強い言葉であったかと思います。 

 

 そして、事実、このことばが実現します。主がこれをエレミヤに語られた翌年の

B.C.626年に、バビロンの王ナボポラッサルがアッシリヤに反乱を企て独立を果たすの

です。これが新バビロニア帝国です。そしてそのまま破竹の勢いで勢力を伸ばすと、

B.C.612年には、ついにアッシリヤ帝国の首都ニネベを陥落させるのです。つまり、バ

ビロンがアッシリヤに代わって世界の覇者となるのです。それは、主がエレミヤに語ら

れたてら 15年後のことでした。 

そして、それからさらに 7 年後の 605 年に、このバビロン軍が南ユダに侵攻します。
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エレミヤがこれを預言したのが B.C.627年ですから、それから実に 22年後のことです。

その年にバビロンが南ユダに侵略し、ダニエルを始めとした優秀な人材をバビロンに連

行するのです。これが第一次バビロン捕囚です。それはユダの王エホヤキムの治世の第

三年のことでした(ダニエル 1:1)。 

それから 19 年後の B.C.586 年には、これが最も有名なものですが、バビロンの王ネ

ブカデネザルがエルサレムを包囲し、陥落させるのです。その中心にあったエルサレム

神殿は破壊され、エルサレムは瓦礫の山となり、エルサレムの住民はバビロンへと連行

されます。これが究極のバビロン捕囚です。ここで主がエレミヤに語られたとおりにな

るのです。ユダの人々がそんなこと考えられないと鼻で笑ったことを、主は実現される

のです。これが主のなさることです。主はご自分が語られたことを実現しようと見張っ

ておられるのです。 

 

聖書にはたくさんのことが書かれていますが、実にその 3分の 1は預言です。ですか

ら聖書は預言の書と言われているわけですが、その預言は、これまでの歴史においてこ

とごとく実現してきました。その中には 1,900年もの間失われていたイスラエルが、世

の終わりに再建されるというのもあります。考えられません。しかし、1948年 5月にこ

れが実現します。イスラエルという国が建国されたのです。これは 20 世紀最大の奇跡

と言われていますが、現実に起こったのです。 

 

ですから、未来のことについて信じ難いことでも、私たちはこの神のことばを信じな

ければなりません。世間が何と言おうとも、変わることがない神のことばを信じなけれ

ばならないのです。勿論、それは預言ばかりでなく聖書に書かれてあるありとあらゆる

ことです。たとえそれが常識では考えられないことでも、理性的に受け入れられないこ

とでも、この世の価値観からあまりにもかけ離れていることであっても、聖書は神によ

って語られた神のことばであり、神は必ずそれを実現してくださるのです。 

 

エレミヤの時代の人々は信じることができませんでした。まさか 22 年後にバビロン

がやって来て人々を連れて行くなんて考えられませんでした。しかし、主はご自身が語

られたことばを実現しようと見張っておられます。大切なのは、見ないで信じることで

す。イエスはトマスに言われました。「あなたはわたしを見たから信じたのですか。見

ないで信じる人たちは幸いです。」(ヨハネ 20:29)見ないで信じる者は幸いです。見な

いで信じましょう。主が語られたことばは、必ず実現するからです。 

 

 Ⅲ．腰に帯を締めて立ち上がれ（17-19） 

 

ですから、第三のことは、腰に帯を締めて立ち上がれということです。17～19節をご
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覧ください。「さあ、あなたは腰に帯を締めて立ち上がり、わたしがあなたに命じるす

べてのことを語れ。彼らの顔におびえるな。さもないと、わたしがあなたを彼らの顔の

前でおびえさせる。見よ。わたしは今日、あなたを全地に対して、ユダの王たち、首長

たち、祭司たち、民衆に対して要塞の町、鉄の柱、青銅の城壁とする。彼らはあなたと

戦っても、あなたに勝てない。わたしがあなたとともにいて、-主のことば-あなたを救

い出すからだ。」」 

 

主はエレミヤに二つの幻の意味を説明すると、腰に帯を締めて立ち上がり、主が命じ

るすべてのことを語れ、と言われました。帯を締めて立ち上がるとは、働きやすいよう

に着物の裾をまくり上げて腰の帯で締めることです。主が語るように命じられたことを

すべて語ることができるように用意しておきなさいということです。あなたはその用意

が出来ているでしょうか。監督から声が掛かったらいつでもベンチから飛び出していく

野球の選手のようにウォーミングアップが出来ているでしょうか。監督の考えや戦略を

熟知していて、すぐにそれに対応できるように準備しているでしょうか。 

 

Ⅰペテロ 1 章 13 節に、「腰に帯を締める」と同じことばが使われています。「ですか

ら、あなたがたは心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストが現れるときに与えられ

る恵みを、ひたすら待ち望みなさい。」 

この「心を引き締め」ということばです。あなたの心は緩んでいないでしょうか。考

えがあっちに行ったりこっちに行ったりしていないですか。あのことを考えたりこのこ

とを考えたりして集中できないということはないでしょうか。聖書のことばに集中して

生きるのか、この世の価値観に流されて生きるのかということです。人の言うことに振

り回されていないでしょうか。そうではなく、心を引き締め、身を慎み、イエス・キリ

ストが現れるときに与えられている恵みを、ひたすら待ち望まなければなりません。 

 

彼らの顔を恐れてはなりません。さもないと、主があなたを彼らの顔の前でおびえさ

せることになります。「人を恐れるとわなにかかる。しかし主に信頼する者は守られる。」

(箴言 29:25)とあるとおりです。エレミヤが語ることばは、彼らにとって歓迎されるよ

うなことばではありませんでした。むしろ訝
いぶか

られたり、拒絶されたりするようなこと

ばでした。しかしそれでも彼は、人々の顔を恐れず主が語れと命じられたことを語らな

ければなりませんでした。人の顔色を見て神のことばを薄めたり、ゆがめたり、へつら

ったり、オブラートに包んだりしないで、ストレートに語らなければならなかったので

す。 

 

そうすれば、主は彼を「要塞の町、鉄の柱、青銅の城壁とする」と約束されました。
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「要塞の町」とか「鉄の柱」、「青銅の城壁」とは、揺るぐことがない堅固な町という意

味です。主はそれをエレミヤに重ねて言っているのです。恐れてはならない、おののい

てはならない。主が語られたすべてを大胆に語るように。なぜなら、主があなたととも

にいて、あなたを救い出されますから。主が救ってくださいます。自分で自分を救うの

ではありません。自分で弁護するのでもないのです。人に取り入られようとへつらう必

要もありません。全部主が成し遂げてくださいます。あなたは絶対に潰されることはあ

りません。倒れることはないのです。主があなたを要塞の町、鉄の柱、青銅の城壁とし

てくださるからです。 

 

エレミヤの預言者としての活動は実に 40年間にわたるものでしたが、たとえ 40年間

だれ一人あなたの語ることばに見向きもしなくても、だれ一人あなたのことばに耳を傾

けなくても、それでもあなたは語り続けなさい。わたしがともにいるから。そう語られ

たのです。これを信じたエレミヤは、40年以上も神の働きを続けることができました。

それはこの世の人々の目には不毛のように見えたかもしれません。しかし、神の目では

そうではありませんでした。アーモンドの枝のように、死んでいるように見えても花を

咲かせていたのです。ですからエレミヤは、どんなに反対されても、忍耐して、忠実に

語り続けることができたのです。 

 

あなたはどうでしょうか。人にどう思われるが気になりますか。そんなこと言ったら

変に思われるんじゃないかとか、バカにされるんじゃないか、仲間外れにされるんじゃ

ないかと心配になってはいないでしょうか。ストレートに言ったら反って相手の気分を

損なわせてしまうことになるのではないか。それでは逆効果だと思うかもしれない。で

も恐れないでください。主はきょうあなたにこう言われます。「さあ、あなたは腰に帯

を締めて立ち上がり、わたしがあなたに命じるすべてのことを語れ。」と。 

 

なかなかわかってもらえないかもしれません。拒まれるかもしれない。逆ギレされる

かもしれません。それによって人間関係を失うかもしれません。でも彼らの顔を見てお

びえないでください。主があなたともにいて、あなたを救い出してくださいますから。

これが主の約束です。主のことばはとこしえに堅く立ちます。草はしおれ、花は散る。

しかし、主のことばはとこしえに立つ。主のことばに信頼して、あなたも腰に帯を締め

て立ち上がり、主があなたに命じるすべてのことを語ってください。 

 

エレミヤはアーモンドの枝をみながら、「わたしはわたしのことばを実現しようと見張っ

ている」という主のことばを聞いて力づけられ、また肩の力を抜くことができましたが、そ

れはエレミヤばかりでなく、あなたに対しても語られている主のことばなのです。 


