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２０２２年 8月 7日（日）礼拝メッセージ 

聖書箇所：エレミヤ書 8章 18～22節（エレミヤ書講解説教 18回目） 

タイトル：「エレミヤの涙」 

きょうは、エレミヤ書 8 章後半から「エレミヤの涙」というタイトルでお話します。前回のとこ

ろで主は、エレミヤを通して「人は倒れたら、起き上がるものではないか。離れたら、帰って来

るものではないか」と、自然の法則を用いて語られました。しかし、彼らは主のもとに帰ろうと

しませんでした。「私たちは知恵ある者、私たちには主の律法がある」と言って、主のことば、主

の招きを拒んだのです。その結果、主は彼らにさばきを宣告されました。１２節にあるように、

「彼らは倒れる者の中に倒れ、自分の刑罰の時に、よろめき倒れる」ことになったのです。具体

的には、バビロン軍がやって来て、エルサレムとその住民を食らうことになります。１７節にあ

る「まじないの効かないコブラや、まむし」とはそのことです。神様はバビロン軍を送って、彼ら

を食い尽くすと宣言されたのです。 

それを聞いたエレミヤはどうなったでしょうか。１８節をご覧ください。ここには「私の悲しみ

は癒されず、私の心は弱り果てている。」と言っています。エレミヤは、同胞イスラエルの民が滅

びることを思って死ぬほどの悲しみに押しつぶされました。彼はとても複雑な心境だったと思

います。こんなに神様のことばを語っているのに受け入れず、耳を傾けようとしなかったので

すから。普通なら「だったら、もう勝手にしなさい！」とさじを投げてもおかしくないのに、その

悲惨な民の姿を見てエレミヤ自身が涙しているのです。それは、エレミヤがユダの民と一体と

なって民の苦しみを、自分の苦しみとして受け止めていたからです。それは神に背き続ける民

に心を痛め、嘆きながらも、それでも彼らをあきらめずに愛される神様の思いそのものを表し

ていました。きょうはこのエレミヤの涙から、神に背き続ける民に対する神の思い、神の愛を学

びたいと思います。 

 

Ⅰ．民の思い違い（18－１９） 
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まず、１８～１９節をご覧ください。「18 私の悲しみは癒やされず、私の心は弱り果てている。 

8:19 見よ。遠い地から娘である私の民の叫び声がする。「主はシオンにおられないのか。シ

オンの王は、そこにおられないのか。」「なぜ、彼らは自分たちが刻んだ像、異国の空しいものに

よって、わたしの怒りを引き起こしたのか。」」 

 

１９節の「遠い地から」とは、バビロンのことを指しています。ユダの民はバビロンに連行され

て行くことになります。バビロン捕囚と呼ばれる出来事です。実際にはこの後に起こることで

すが、エレミヤは預言者として、その時のユダの民の姿を幻で見ているのです。彼らはそこで悲

しみ、嘆いています。そして、このように叫ぶのです。「主はシオンにおられないのか。シオンの

王は、そこにおられないのか。」どういうことでしょうか。 

「シオン」とはエルサレムのことです。これは 7 章に出てきた民のことばに対応しています。

7：4 で彼らは、「これは主の宮、主の宮、主の宮だ。」と叫びました。エルサレムには主の宮があ

るではないか、だったら滅びることがないという間違った思い込みです。これは彼らの勝手な

思いに基づくものでした。そこにどんなに主の名が置かれている神殿があったとしても、主の

ことばに従い、行いと生き方を改めなければ何の意味もありません。それなのに彼らは、ここ

には主の宮があるから大丈夫だ、絶対に滅びることはないと思い込んでいたのです。それなの

にそのシオンは滅ぼされ、神の民はバビロンに連行されて行きました。いったいどうしてその

ようになったのか、主はシオンにおられないのかと嘆いているのです。 

 

それに対して主は何と言われたでしょうか。１９節の次の「」のことばを見てください。ここに

は、「なぜ、彼らは自分たちが刻んだ像、異国の空しいものによって、わたしの怒りを引き起こ

したのか。」とあります。これは主なる神様の御声です。民の叫び、嘆きに対して、主が答えてお

られるのです。つまり、主がシオンにおられるかどうかということが問題なのではなく、問題は、

彼らが犯していた偶像礼拝にあるというのです。彼らは自分たちが刻んだ像、異国の空しいも

のによって、主の怒りを引き起こしていました。それなのに、「主はいないのか」というのはお
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かしいじゃないかというのです。思い違いをしてはいけません。主の宮があれば何をしてもい

いということではありません。たとえそこに主の宮があっても、偶像礼拝をしていたら、むしろ

神の怒りを引き起こすことになります。それは神様の問題ではなく、神の民であるイスラエル

の問題であり、彼らの勝手な思い違いによるものだったのです。 

 

このことは、私たちにも言えることです。時として私たちも何らかの問題が起こると、自分の

問題を棚に上げ神様のせいにすることがあります。「もし神様がおられるのなら、どうしてこの

ようなことが起こるんですか」「神様が愛のお方なら、このようなことを許されないでしょう。」

と叫ぶことがあります。でも私たちはそのような問いが正しいかどうかを、自分自身に問うて

みなければなりません。自分が神様に従っていないのに、あたかも問題は自分にではなくだれ

か他の人であったり、神様のせいにしていることがあるのではないでしょうか。 

 

たとえば、ここには偶像礼拝について言及されていますが、イスラエルの民は、それぞれ自

分の思いつくものを拝んでいました。彼らは自分たちが刻んだ像、異国の空しいものによって、

神の怒りを引き起こしていました。２：２７には「彼らは木に向かって、『あなたはわたしの父』、

石に向かって『あなたはわたしを生んだ』と言っている。」とありますが、木や石に向かってその

ように言っていました。当時のイスラエルは農業に依存していたので、私たち以上に天気には

敏感だったでしょう。ですから、神の民が約束の地に入った時も、土着の宗教であったバアル

やアシュタロテといった偶像に惹かれて行ったのも理解できます。自分たちの生活とかいのち

に直接影響を与えるようなものに、しかも目に見えるものに、だれでも頼りたくなりますから。

これは昔だけでなく今でもそうです。たとえば、健康のことや経済のこと、あるいはこれから先

のことで多くの人は不安を抱えています。だからこそこの天地を造られた神様を頼ればいいも

のを、そうは問屋は降ろさないわけです。目に見える何かに頼ってしまいます。昔ならバアル

やアシュタロテといった偶像でしょうが、現代ではそれが姿を変え、たとえば自分の力や努力

であったり、お金であったり、健康であったりするわけです。母が生きていた時の口癖がありま

す。それは「健康が一番だ！」という言葉です。クリスチャンになってからもしょっちゅう言って
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いました。「健康一番！」確かに健康は大切なものですが、その健康でさえ神様からの贈り物だ

ということをすっかり忘れています。健康も経済も、すべて神からの賜物なのです。詩篇

127:1～2 にこうあります。「主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きはむなしい。主が

町を守るのでなければ、守る者の働きは空しい。あなたが朝早く起き、遅く休み、労苦の糧を

食べたとしても、それはむなしい。実に、主は愛する者に眠りを与えてくださる。」(詩篇

127:1-2) 

新改訳改訂第３版では、「主はその愛する者には、眠っている間に、このように備えてくださ

る。」と訳されています。主は愛する者には、眠っている間に、このように添えてくださるので

す。 

 

今週は修養会が持たれますが、テーマは「教会を建て上げる喜び」です。教会が神の家族とし

てしっかりと建て上げられるように、そして、神様のご計画の中心であるより多くの教会を建

て上げていくための心構えを学びます。そのためには働き人が必要ですね。イエス様も言われ

ました。「収穫は多いが、働き手が少ない。だから、収穫の主に、収穫のために働き手を送って

くださるように祈りなさい。」 と。ですから、私は毎日そのために祈っていますが、これってそ

う簡単なことではありません。 

しかし、先月娘の結婚式でシカゴに行ったとき、日曜日に近くの教会に行った時のことです。

Faith Bible Church という教会でした。すると礼拝後に、1 人の若い青年が私たちのとこ

ろに来て挨拶してくれました。彼はHenryという名前の人で、高校を卒業したばかりでこれか

らムーディー聖書カレッジで学ぶために備えているということでした。彼は小さい時から宣教

師になるように召されていて、その少し前にも南米エクアドルに短期宣教に出かけて帰って来

たばかりだと話していました。でも自分の母親がラオスの出身ということで、いつかアジアの

国々、特に中国か、韓国か、日本に、宣教師として行きたいと教えてくれました。礼拝後に昼食

会があったので参加したら彼のお母さんがやって来て、彼にどんなにタラントが与えられてい

るかを教えてくれました。語学は英語とスペイン語のほかにラオス語、中国語ができます。スポ

ーツも得意で特にバレーボールでは全米の大会に出場したほどです。そればかりか音楽も得
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意でヴァイオリンも弾くことができ、大学に行ってからは交響楽団に所属することになってい

ると教えてくれました。何でもできる優秀に人材を、神様は宣教師のために備えておられるこ

とを知ったとき、私は、あの聖書のことばを思い出したのです。「主が家を建てるのでなければ、

建てる者の働きはむなしい。」私たちは何でも自分の力で何とかしようとしますが、そこには神

様がいません。主が家を建てるのでなく、自分で建てようとしている。それは偶像礼拝と同じ

です。そうした偶像を抱えながら、「主はシオンにおられないのか」と言うのはおかしいのです。 

 

私たちはそうした思い違いをしないように気を付けなければなりません。神様を自分の手の

中に収められるかのように思いそれを言い訳にして嘆くのではなく、神様を神様として、その

神様を恐れ、神様に従っているかどうかということを吟味しなければならないのです。 

 

Ⅱ．エレミヤの涙（２０-21） 

 

次に、２０～２１節をご覧ください。イスラエルの民の嘆きが続きます。次に彼らはこのように

嘆いています。20節、「20 「刈り入れ時は過ぎ、夏も終わった。しかし、私たちは救われない。」 

エレミヤは、さらに預言者の目で将来を見ています。ユダの民は、捕囚の民となった自らの

運命をこう嘆いています。「刈り入れ時は過ぎ、夏も終わった。しかし、私たちは救われない。」 

何とも悲しい詩です。これほど悲しい詩はありません。「刈り入れ時」とは、春の刈り入れ時

のことを指しています。春の刈り入れの時が過ぎ、夏が過ぎても私たちは救われていないと嘆

いているのです。収穫の時が来ているのに収穫の喜びがありません。つまり、捕囚の状態から

解放されていないということです。 

 

その民の嘆きを見たエレミヤは何と言っていますか。２１節です。彼はこう言っています。「娘

である私の民の傷のために、私は傷ついた。うなだれる中、恐怖が私をとらえる。」 

エレミヤは、民が傷ついているのを見て、深い悲しみに襲われました。決して他人事とは思え

ないのです。民が傷ついているのを見て、自分も傷つき、悲しみに打ちひしがれました。もう感
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情を抑えることなどできません。そのこみ上げてくる感情を、ここでさらけ出しているのです。

涙とともに・・。 

 

９：１を見ると、そのことがよくわかると思います。９：１でエレミヤはこう言っています。「ああ、

私の頭が水であり、私の目が涙の泉であったなら、娘である私の民の殺された者たちのため

に昼も夜も、泣こうものを。」 

エレミヤは民の救いのために生きていました。それなのに、その民が目の前で死んでいくの

です。それを見た彼は、ただ泣くしかありませんでした。彼が泣き虫だったからということでは

ありません。同胞が死んでいくのを見てあまりにも悲しくて涙が止まらなかったのです。私は

あまり泣きません。あまり泣かないので涙腺が乾いてドライアイになったほどです。時々テレビ

を見ていて感動して涙を流すことがありますが、そういう時でも妻にわからないようにそっと

鼻をすすります。まして、人前で泣くことはほとんどありません。どこか恥ずかしいという思い

があるんでしょうね。でもエレミヤはそういうレベルではありませんでした。泣くとか、泣かな

いとかということではなく、泣かずにはいられなかったのです。同胞イスラエルの民のことを

思うとあまりも悲しくて、あまりにも辛くて、涙が溢れてきたのです。信仰ってこういうことだ

と思うのです。信仰とはただことばだけではなく、それを全身で受け止めるというか、心で感

じることなのです。 

 

エレミヤは、４：１９で何と言いましたか。「私のはらわた、私のはらわたよ、私は悶える。私の

心臓の壁よ、私の心は高鳴り、私は黙っていられない。」と言いました。それはこういうことだ

と思うんです。彼はユダの民に対する神のさばきが下るということを聞いたとき、はらわたが

悶えると表現しました。はらわたが引き裂かれるような思いであったということです。それは

エレミヤにとって耐えがたいほどの苦しみであり、耐えがたいほどの悲しみだったからです。エ

レミヤはそれを、自分の苦しみとして受け止めたのです。 

 

それは私たちの主イエスもそうでした。ルカ 19：41には、「エルサレムに近づいて、都をご覧
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になったイエスは、この都のために泣いて、言われた。」とあります。都とはエルサレムのことで

す。イエス様はラザロが死んだときも涙を流されましたが、ここでも、神の都エルサレムのため

に泣かれました。やがてエルサレムが滅ぼされてしまうことを知っておられたからです。この

「泣く」とことばは、テレビを見て感動して涙を流すというようなレベルではなく、大声を出して

泣くという意味です。一人の男が皆の前で、大声で泣いているのです。それは、エルサレムが滅

ぼされることになるからです。実際エルサレムは、イエス様がこの預言を語られてから 30年後

に、ローマによって滅ぼされることになります。そのことを知っておられたイエス様は大声で泣

かれたのです。エレミヤもそうでした。エレミヤも、この時から約20年後にエルサレムがバビロ

ンによって滅ぼされ、神の民が捕囚の民としてバビロンで苦しむ姿を見た時、大声で泣いたの

です。ただイエス様の場合は、それを見て深く悲しみ、涙を流されただけではありませんでした。

イエス様は人々の痛みや悲しみをその身に負われました。ツァラアトという重い皮膚病の人が

ご自分の前に来た時には、感染するかもしれないという恐れの中でも、深くあわれみ、手を伸

ばして彼にさわり、こう言って癒されました。「わたしの心だ、きよくなれ。」(マルコ 1:41)いわ

ゆる濃厚接触ですね。コロナの感染が収まらずソーシャルディスタンスが叫ばれている今では

考えられないことです。またイエス様は、当時差別されていた罪人や取税人たちと一緒に食事

をされました。これも濃厚接触です。イエス様は罪に病んでいる人を見てただあわれまれたと

いうだけでなく、その傷を癒すために、自ら肉体を取ってこの地上に来てくださり、その痛みを

一身に受けられたのです。イエス様は天国からテレワークをされたわけではありません。イエス

様は神様ですからテレワークも出来たでしょう。でも神の子は罪人と同じ姿を取られ、罪人に

触れて罪人を癒してくださいました。そして最後はその罪をご自身の両肩に十字架を負ってく

ださり、神の怒りを私たちに代わって死んでくださいました。それが私たちの主イエスです。た

だ遠くから見つめているだけではありませんでした。痛み、悲しみ、悩み、苦しんでいる人と同

じ姿となりそれを共に担うこと、それが愛です。それが信仰なのではないでしょうか。エレミヤ

がここでこんなにも痛み、苦しみ、うなだれ、絶望したのは、民の痛みを負い、それを自分のこ

ととして担ったからでした。あなたはどうでしょうか。そのような魂への情熱があるでしょうか。

そのような愛を実践しているでしょうか。 
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１８００年代半ば、南アフリカで宣教したアンドリュー・マーレ―は、宣教を「教会の究極のもの」

と考え、南アフリカのリバイバルに貢献しました。そのアンドリュー・マーレ―が、次のようなこ

とばを残しています。 

「ああ、魂が滅びつつあるというのに、私は何と安楽に満足して生活していることだろうか。

キリストが罪人たちのために涙を流し、同情したのと同じ感情を、私たちは何と少ししか感じる

ことができなかったのだろうか。私たちの心に休むことができなかったほどに、魂への情熱が

満ち溢れていたならば、私たちは今の私たちと非常に違った存在になったであろうに。」 

アンドリュー・マーレ―のことばです。魂が滅びつつあるというのに、私たちは自分さえよけ

ればいいと思っています。自分さえ天国に行けるならそれでいいと思っているのです。あとは

気楽に何不自由のない生活ができればそれでいいと。でも実際にイエス様を信じなければ、彼

らの魂は滅んでしまいます。それなのに、何と安楽に満足した生活をしていることでしょうか。

キリストが罪人たちのために涙を流し、同情したのと同じ感情を、私たちはあまり感じてはい

ないのではないでしょうか。魂への情熱が満ち溢れていたら、今の自分とは非常に違った存在

になるのではないかと、アンドリュー・マーレ―は言ったのです。あなたはどう思いますか。 

 

第二次世界大戦時に、ナチスによって処刑されたドイツの神学者にボンヘッファーという人

がいました。彼はヒトラーの暗殺計画に関わって、ドイツ敗戦の直前に３９才の若さで処刑され

ました。ヒトラー暗殺計画ですから殺人計画に加わったということになります。そのことについ

て彼は後にこう言っています。「目の前に暴走しているトラックがあり、そのトラックが次々と

人を跳ねていたら、その運転席から運転手を引きずり降ろさないだろうか。あなたはどう思う

か。」そういう言い方をしています。私たちも彼の生き方をどう捉えるかが問われるわけです。 

実は、彼はアメリカに亡命するチャンスがありました。１９３６年６月に、アメリカの著名な神

学者にラインホルド・二―バーという人がいて、彼に招かれてアメリカに渡りました。そこで仕

事を紹介され、働く道も用意されていました。それは、若くて将来が期待されていたボンヘッフ

ァーが殺されてしまうことを心配したニーバーが、配慮してくれたことによるものでした。その
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時の日記が残っています。１９３９年６月１３日の日記にボンヘッファーはこう記しています。 

「今まで蛍など見たことがなかった。全くファンタジーに溢れた光景だ。非常に心のこもった、

肩ひじ張らないもてなしを受けた。にもかかわらず、ここで自分に欠けているのは、ドイツと兄

弟たちだった。初めて一人で過ごした時間が、重苦しくのしかかってくる。どうしてここに自分

がいるのか理解に苦しむ。たとえそれに深い意味があったとしても、また、償って余りあろうと

も、毎晩最後に行き着くところは、聖書日課と故郷に残してきた仕事への思いである。祖国(ド

イツ)のことについて何の知らせも受けずに過ごすようになってから、かれこれもう２週間にな

る。これはほとんど耐え難いことだ。」 

ボンヘッファーには、ドイツの人たちを祖国に残してアメリカに来たことに対する疑問と、自

責の念があったのです。それで彼はドイツに戻る決断をします。そして、ニーバーに宛てて手紙

を書き送るのです。そこにはこう書きました。 

「もし私がこの時代の試練を同胞と共に分かち合うことをしなかったら、私は戦後のドイツに

おけるキリスト教の再建に与る権利を有しないでしょう。」 

 彼は、旧約聖書と新約聖書の聖書日課を読んでいましたが、ある日読んだ聖書箇所にこう書

かれてありました。「何とかして冬になる前に来てください。」(Ⅱテモテ４：２１)これはパウロが

テモテに宛てて書いた手紙のことばです。「冬になる前に来てほしい」。ボンヘッファーは、これ

を自分に語られたことばとして受け止めたのです。 

彼はドイツ人の苦しみを背負って生きようとしました。私たちも小さなキリスト者ですが、キ

リスト者という名前を持っている者です。エレミヤは預言者として民の苦しみを負って生きまし

たが、私たちも小さなキリスト者として、この社会であったり、自分の家であったり、教会であ

ったり、それぞれ置かれたところで、その破れ口に立ち、その痛みや苦しみを共に負い、祈り、

キリスト者としての務めを全うさせていただきたいと思うのです。 

 

エレミヤはこの苦しみを背負うことで、お腹が痛くなったり、もだえ苦しんだり、泣けてきた

りしましたが、苦しみや悲しみを負うということはそういうことだと思うんです。私たちはそこ

から逃れることはできないし、逃れてはいけないと思います。なぜなら、イエス様は私たちのた
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めに十字架を負ってくださったからです。そのイエス様に従って行く者に求められているのは、

十字架を負うということだからです。イエス様はご自分についてくる者に、その心構えとしてこ

う言われました。「だれでもわたしについて来たいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を負

って、わたしについて来なさい。自分のいのちを救おうと思う者はそれを失い、わたしのため

にいのちを失う者は、それを見出すのです。」(マタイ１６：２４-25) 

私たちにも、それぞれ自分の十字架があります。エレミヤもそうでした。その十字架を負って

イエス様について行くことが求められています。イエス様は十字架を通って復活されました。十

字架を通らなければ復活の栄光に至ることはできません。私たちも十字架を通って復活の栄

光に至る者になりたいと思うのです。 

 

Ⅲ．ここに真の医者がいる(２２) 

 

最後に、２２節をご覧ください。「乳香はギルアデにないのか。医者はそこにいないのか。な

ぜ、娘である私の民の傷は癒えなかったのか。」 

これもエレミヤのことばです。「乳香」とは、傷を癒す薬として用いられていました。「ギルア

デ」は、ヨルダン川の東側の地域のことです。そこには傷を癒す乳香がありましたが、その乳香

がないのか、どうして癒すことができないのかと、そのもどかしさを表現しているのです。また、

傷口を癒すことができる医者はいないのかと嘆いています。皆さん、どうですか。民の傷を癒

す薬はないのでしようか。その傷を癒すことができる医者はいないのでしょうか。います！そ

れは私たちの主イエス・キリストです。私たちの主イエスは、私たちの罪のための苦しみ、すべて

の傷をいやすことができます。なぜなら、イエス様は私たちの罪のために十字架で死んでくだ

さったからです。私たちは、ギルアデの乳香によってではなく、主イエスの打たれた傷、流され

た血潮によって癒されるのです。その結果、私たちは罪と悪魔の支配から完全に解放されます。 

 

それなのに私たちはなかなか主の許に行こうとしません。目の前に治療の手段があるのに、

それを用いようとしないのです。残念ですね。救いは目の前にあるのに、癒しは目の前にある
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のに、罪の赦しはすぐそこくにあるのに、解決は目の前にあるのに、それを受け取ろうとしない

のです。 

神様はどんな病気でも癒すことができます。どんな罪でも赦すことができます。どんな問題

やトラブルでも解決することかできます。でも神様がどんなに薬を提供しても、どんなにすば

らしい治療を約束しても、それを受けなければ癒されることはできません。 

 

イエス様はこう言われました。「医者を必要とするのは、丈夫な者ではなく病人です。わたし

が来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためです。」(マルコ 2:17) 

これは、健康な人には医者はいらないということではありません。というのは、すべての人

が罪という病にかかっているからです。すべての人に魂の医者が必要です。しかし、その癒し

を求めて医者のもとに行こうとする人はごく僅かです。自分が病気だと認めなければその必

要性を感じないからです。病気なのに病気じゃないと思っている。そういう人は気が付いたと

きにはもう手遅れになってしまいます。もっと早く診てもらっていたらこんなことにはならな

かったのに、ちゃんと検査していたらもっと早く発見して治療することができたのに、後悔して

もしきれません。自分が病気だと認めさえすれば、もっと素直になっていれば、治るものもあっ

たのです。病気を認めようとしない人たち、罪を認めようとしない人たちは、自分の罪の中に

死んでいくことになります。イエス様は、正しい人を招くためではなく、罪人を招いて救うため

に来られました。そのイエス様があなたの目の前におられるのです。ですから、いつでもすがる

ことができるし、いつでも助けを求めることができます。もしあなたが頑なにならないで、心を

開いて、素直になるなら、主はあなたの傷も癒してくださるのです。 

 

あるセミナーでの話です。講師が、講演の冒頭で２０ドル紙幣を見せて、「欲しい人は手を上

げてください。」と言いました。すると何人もの人が手を上げました。 

「これをだれかに差し上げようと思いますが、まずこれをさせてください。」と、講師が言うと、

講師はその紙幣をくしゃくしゃにしました。そして、「これでも欲しい人はいますか？」と聞きま

した。たくさんの人が手を上げました。 
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そこで講師は、その紙幣を床に落として、靴で踏みつけ、それから汚くなった紙幣を拾って

言いました。 

「さあ、これでも欲しい人がいますか?」」 

すると、それでもたくさんの人が手を上げました。 

それを見て、講師はこう言いました。 

「今みなさんは、非常に大切な教訓を学ばれました。私がこの紙幣に何をしても、みなさんは

それを欲しいと言われました。紙幣の価値が減ったわけではないからです。私たちの人生も、

くしゃくしゃになったり、踏みつけられたり、汚れたりすることがあります。時には、自分は無価

値だと思うこともあるでしょう。しかし、何が起ころうとも、神様から見たあなたの価値は変わ

りません。私たちのいのちは、神にとってかけがいのないものなのです。 

 

そうです、私たちのいのちは、神にとってかけがえのないものです。神様は、あなたがどんな

に落ちても、決してあきらめたりしません。あなたを助け、あなたを癒し、あなたを救いたいの

です。必要なのは、あなたがへりくだって主の御前にへりくだり、主にすがることです。そうす

れば、主はあなたの傷を癒し、あなたを罪から救ってくださいます。そのために主は十字架に

かかって死んでくださいました。主は今もあなたのために悲しみ、痛みを負ってくださいます。

その主に感謝して、主に信頼して、あなたの傷も癒していただきましょう。 


