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２０２３年 1月 29日（日）礼拝メッセージ 

聖書箇所：エレミヤ書 13章 1～11節（エレミヤ書講解説教 28回目） 

タイトル：「ぼろぼろになった帯」 

きょうは、エレミヤ書 13 章 1～11 節から「ぼろぼろになった帯」というタイトルでお話しま

す。ここからまたエレミヤを通して新しいメッセージが語られます。それはことばを用いてのメ

ッセージではなく、エレミヤの行動を通してのメッセージです。それは「行動預言」と呼ばれるも

のです。普通に語ったのでは耳を傾けないイスラエルの民に対して、主はエレミヤの行動を通

して語られるのです。それがこの「ぼろぼろになった帯」です。 

Ⅰ．ぼろぼろになった帯(1-7) 

まず 1～7 節をご覧ください。「1 主は私にこう言われた。「行って亜麻布の帯を買い、それ

を腰に締めよ。水の中に入れてはならない。」2 私は主のことばのとおり、帯を買って、腰に締

めた。3 再び次のような主のことばが私にあった。4 「あなたが買って腰に着けているその帯

を取り、ユーフラテス川に行って、そこの岩の割れ目にそれを隠せ。」5 そこで、主が私に命じ

られたとおり、私は行って、それをユーフラテス川のほとりに隠した。6 多くの日を経て、主は

私に言われた。「さあ、ユーフラテス川へ行き、わたしが隠せとあなたに命じたあの帯を取り出

せ。」7 私はユーフラテス川に行って掘り、隠した場所から帯を取り出した。すると見よ。その

帯はぼろぼろになって、何の役にも立たなくなっていた。」 

主はエレミヤに、亜麻布の帯を買って、それを腰に締めるようにと言われました。日本人は着

物を着る習慣があるので、帯というと着物の帯を想像するかもしれませんが、これは祭司の服

装に用いられた帯で、腰に巻く短いスカートのようなものです。エレミヤは祭司の家系で生ま

れたので「亜麻布の帯を買い、それを腰に締めよ」と言われたとき、すぐにピンときたと思いま

す。しかし、それを「水の中に入れてはならない」ということには少し抵抗があったかもしれま

せん。なぜなら、「水の中に浸してはならない」とは水で洗ってはならない、つまり、洗濯しては
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ならないということだからです。洗濯しなければ臭くなってしまいます。神に仕える祭司なの

に何週間も身に着けた帯を洗わないというのは不衛生です。しかし、エレミヤは主が言われた

とおり、帯を買って、それを腰に締めました。 

  ここで重要なのは、エレミヤが「主のことばのとおり」にしたということです。エレミヤは自分

には理解できないことであっても、主が言われたとおりにしました。心の中では「どうしてこん

なことを言われるのだろう」とか、「そんなことをしていったいどうなるというのか」という思

いもあったかもしれませんが、彼は主が言われるとおりにしたのです。 

  ここがエレミヤのすばらしい点です。彼はそれがどういうことなのかがわからなくても、ただ

主のことばのとおりにしました。これは私たちが模範とすべき点です。私たちも聖書を読んで

いると、どうして主はこんなことを言われるのだろうかとかと思うことがありますが、エレミヤ

のように主のことばのとおりにすることが大切です。 

創世記に出てくるノアもそうでした。創世記 6 章 22 節には、「ノアは、すべて神が命じられ

たとおりにし、そのように行った。」とあります。神様は、地上に人の悪が増大し、その心に図る

ことがみな、いつも悪に傾くのをご覧になられた時、人を造ったことを悔やみ、すべての人を

地の面から消し去ろうとしました。しかし、ノアは主の心にかなっていたので、主はノアとその

家族を救おうと、ノアに箱舟を作るようにと命じました。ノアの箱舟です。しかしそれはかなり

大きいもので、アメリカンフットボールのコートの 1 つ半の長さで、高さは 4 階建てのビルに

匹敵するほどの高さでした。どれだけ時間がかかったでしょうか。一説によると 70～100 年

くらいかかったのではないかと言われています。70～100 年ですよ。気の遠くなるような話

です。皆さんだったら作りますか?しかしノアは神から命じられると、そのとおりにししました。

たとえ何年かかろうとも、たとえそれがどういうことなのかわからなくても、主が言われたと

おりにしたのです。 

時々私たちは、まさか主がそんなことを言われるはずはないと勝手に解釈して従おうとしな

いことがありますが、あるいは、それはあくまでもたとえであってそのとおりに受け止める必

要はないと考えてしまうことがありますが、勿論、それが明らかにたとえである場合は別とし
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て、そうでない時には基本的にそれを文字通り受け止めそれに従うことが求められます。エレ

ミヤは主が言われるとおりにしました。それがどういうことかよくわからなくても、主のことば

のとおり、帯を買って、それを腰に締めたのです。 

すると、どうなったでしょうか。3 節をご覧ください。ここには、「再び次のような主のことば

があった」とあります。これは彼が最初にあった主のことばに従ったからです。つまり、再びエ

レミヤに主のことばがあったのは最初に主のことばがあったとき、彼がそれに従ったからです。

従わなかったら次のことばはありませんでした。私たちはよく「聖書が言っていることがよくわ

かりません」とか、「主のことばが入って来ないんです」と言うことがありますが、もしかすると

それは最初に語られた主のことばにあなたが従っていなことに原因があるのかもしれません。

主のことばに従わないと次の命令が来ないからです。最初のステップを踏まないと次の指示

が来ないのです。 

エレミヤはどうして主がそのように言われるのかわかりませんでしたが、主の言われるとお

りにすると、再び彼に主のことばがありました。それは 4 節にあるように、「あなたが買って腰

に着けているその帯を取り、ユーフラテス川に行って、そこの岩の割れ目にそれを隠せ。」とい

うことでした。どういうことでしょうか。全く意味不明です。亜麻布を買って、それを腰に締め

よというのはわかりますが、ユーフラテス川に行って、そこの岩の割れ目にそれを隠せという

のは考えられないことです。なぜなら、この時エレミヤはエルサレムにいましたが、ユーフラテ

ス川まではかなりの距離があったからです。地図をご覧ください。エルサレムからバビロンま

でのルートを記しておきました。ユーフラテス川はその途中にありました。それは直線距離で約

800 ㎞です。800 ㎞もありました。800 ㎞といったら、ここから広島辺りまでの距離に相当

します。しかも当時は新幹線も高速道路もありませんでした。野を越え、山を越え、谷を越え、

また広大な砂漠を通って行かなければなりませんでした。エズラ記によると、ユーフラテス川

の先にあるバビロンからエルサレムまで帰還するのに四か月かかったと記されてあります(エ

ズラ 7:9)。ですから、相当の日数を要したのは間違いありません。それで学者によってはユー

フラテス川というのは間違いで、これはアナトテの町の北東 5ｋｍにある「ワディ・ファーラ―」
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という町のことではないかと考える人もいます。ヘブル語で発音すると「ワディ・ファーラ―」と

「ユーフラテス」の発音が似ているからです。あるいは、これはエレミヤが見た単なる「夢」では

ないかという人もいます。違います。これは実際にエレミヤが神様から与えられた命令です。そ

のように受け止めた方が、この後の説き明かしの際に神が意図していたことが明確になるから

です。 

その命令に対してエレミヤはどのように応答したでしょうか。5節です。「そこで、主が私に命

じられたとおり、私は行って、それをユーフラテス川のほとりに隠した。」 

 エレミヤは主が命じられたとおりにしました。ユーフラテス川まで行き、それを岩の割れ目に

隠したのです。すごいですね、エレミヤは常識では考えられないことでも、主が言われたとおり

にしたのです。なぜなら、主は常識を超えておられる方だからです。常識だから従うというの

は信仰ではありません。信仰とは、常識を超えたことでも主が語られたので従うことです。これ

が信仰です。 

ヘブル 11章 1節には「信仰は、望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるも

のです。」とあります。信仰とは、望んでいる事がらを保証し、目に見えないことを確信させる

ものなのです。「望んでいる事がら」とは、自分が望んでいることではなく、神によってもたら

される天における報いことです。それは目には見えませんが、必ず与えられると信じています。

なぜなら、主がそのように約束してくださったからです。創造主訳聖書では、「将来に起こるこ

とを確かなものとしてつかむ手であり」と訳しています。とてもわかりやすい表現ですね。私た

ちの希望として持っている天の御国は目に見えませんが、将来に起こる確かなものとしてつか

むのです。それをしっかりとつかむ手、それが信仰なのです。それは常識をはるかに超えたも

のですが、主が言われたことは必ずそうなるからです。これは盲従とは違います。盲従といっ

ても「猛獣」のことではありません。盲目的に従うことを「盲従」と言いますが、それとは違いま

す。盲従とは何も考えないで従いますが、信仰とは主が語ってくださることに応答することで

す。たとえそれが自分に理解できないことであっても、主がみことばによって命じられたので

従うのです。それが信仰です。 
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 エレミヤは主が命じられるとおりにユーフラテス川まで行き、そこに帯を隠しました。どうし

てそんなことをしなければならないのかわかりませんでしたが、主がそう言われたのでそのと

おりにしたのです。 

するとどうでしょう。するとエレミヤに三度目の主のことばがありました。6 節です。「多くの

日を経て、主は私に言われた。『さあ、ユーフラテス川へ行き、わたしが隠せとあなたに命じた

あの帯を取り出せ。』」 

 「えっ!」ですよね。ユーフラテス川まで行ってそれを隠せというからそうしたのに、今度はそ

のユーフラテス川にもう一度行って、あの帯を取り出すようにというのです。だったら、最初か

らしなければよかったじゃないですかと言いたくなります。800 ㎞ですよ。その距離をまた往

復しなければならないのです。それはあんまりです。しかしエレミヤは神の人でした。彼は主が

言われるとおりもう一度ユーフラテス川に行って堀り、隠しておいた場所から帯を取り出しま

した。もしかすると彼は何かを期待していたかもしれません。その帯にキャビアがついていると

か・・・。皆さん、知っていますか?キャビア。世界三大珍味の一つで、高級食材として有名です。

インターネットで調べてみたらチョウザメの卵らしいです。ちなみに世界三大珍味とは他に、フ

ォアグラとトリュフだそうです。まぁ、どうでもいいことですが。もしかしたら、そういうものが

付いていると思ったのかもしれません。とにかく彼はユーフラテス川へ行き、隠した場所から

帯を取り出しました。 

するとどうでしょう。その帯はぼろぼろになっていました。ぼろぼろに腐っていて、何の役に

も立たなくなっていたのです。エレミヤは「何だ、これ?」と思ったかもしれません。いったい何

のためにここまで来なければならなかったのか、こんな腐った帯を掘り出すためにわざわざ命

をかけて来たのか・・・・と。しかし重要なことは、主がせよと言われたことをしたことです。たと

えそれが自分に理解できないことであっても、たとえそれが常識を超えたことであっても、主

が命じられたとおりにすることが重要です。なぜなら、そうすることで、その次につながるから

です。なぜ神様がそのように言われたのか、それがどういう意味なのかが明らかになるからで

す。 
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Ⅱ．エルサレムの大きな誇り(8-10) 

いったいそれはどういうことだったのでしょうか。次に、その意味について考えたいと思い

ます。8～10 節をご覧ください。「8 すると、私に次のような主のことばがあった。9 主はこ

う言われた。「わたしはこのように、ユダとエルサレムの大きな誇りをぼろぼろにする。10 わ

たしのことばに聞くことを拒み、その頑なな心のままに、ほかの神々に従って歩んで、それらに

仕え、それらを拝むこの悪しき民は、何の役にも立たないこの帯のようになる。」 

すると、エレミヤに次のようなことばがありました。「わたしはこのように、ユダとエルサレム

の大きな誇りをぼろぼろにする。」と。この帯は、イスラエルの民の大きな誇りを表していまし

た。主はその誇りをこの帯のようにぼろぼろにするというのです。それは具体的にはバビロン

捕囚のことを表していました。バビロンに捕え移すということです。バビロンという国はユーフ

ラテス川の対岸にありますが、そこまで連れて行かれるということです。なるほど、だからユー

フラテス川だったんですね。わざわざユーフラテス川まで行って帯を隠すようにと言われたの

は、このことを表していたのです。しかもエレミヤは、ユーフラテス川まで 2 回も行かなければ

なりませんでした。実は、バビロン捕囚の出来事は2回にわたって行われました。第一回目は、

ユダの王エホヤキムの時(B.C.597)です。これが第一次バビロン捕囚と呼ばれている出来事

です。そしてもう一回が、南ユダの最後の王ゼデキヤの時(B.C.586)です。これが第二次バビ

ロン捕囚で、この時エルサレムが完全に陥落することになります。ですから、エレミヤが 2 回も

ユーフラテス川まで行かなければならなかったのは、これら一連の出来事を預言していたので

す。これらの出来事のすべてが、エレミヤが行った行動預言の中に含まれていたのです。すご

いですね。神様のなさることは。エレミヤも何が何だかわからず、ただ神がせよと言われるか

らそのようにしただけでしたが、そういう意味があったと知って、後で驚いたのではないでし

ょうか。 

いったいイスラエルの民はどういう点で誇っていたのでしょうか。10 節には彼らの三つの

誇りが取り上げられています。第一に、彼らは主のことを聞くことを拒みました。ここに、「わた
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しのことばを聞くことを拒み」とあります。皆さん、誇り、高慢とはどういうことでしょうか。高

慢とは、神のことばを聞こうとしないことです。神の判断を仰がないで自分で判断し、自分の

考えで進もうとすること、これが高慢であるということです。そこには神様が入り込む余地が

ありません。逆に謙遜であるとは、神のことばに聞き従うことです。20 世紀のプロテスタント

に大きな影響を与えたマルチン・ロイドジョンズは、自身が書いた「山上の垂訓」の中で、心が貧

しい、謙遜であるということを、「Empty」と表現しました。空っぽであるということです。古い

ぶどう酒を全部吐き出さないと新しいぶどう酒を入れることができないように、自分の心を

全部吐き出して Empty にしないと、神のことばに満たされることはできません。その空にな

った心を神のことばで満たしそのことばに生きること、それが謙遜であると言うのです。もし

神様の判断を仰ごうとせず自分の考えで動こうとしているなら、それは謙遜であるかのようで

すが高慢であるということです。皆さんはいかがですか。神様はそのような誇りを腐らせるの

です。 

第二に、彼らは頑なな心のままに歩もうとしました。これも高慢な人の特徴的な性質です。

心が堅いのです。いくら言ってもわかりません。わかろうとしないのです。もう自分の中で決め

ていますから。だから主のことばが入って行かないのです。心に響きません。それは神のこと

ばを語る側にも問題があるかもしれませんが、最大の問題はここにあります。主のことばを聞

こうとしないのです。もう自分で決めていますから。聖書のことばは参考までに聞きますとい

う程度です。この道を行くと自分で決めているので、どんなに主が「これが道だ。これに歩め。」

と言っても、聞く耳を持つことができないのです。「そういう道もあるでしょうね。参考までお

聞きしておきますが」とか、「でも私には私の考えがありますから」となるのです。それが頑なな

心のままに歩むということです。イスラエルの民の心は、実に頑なでした。 

第三に、ほかの神々に従って歩んで、それらに仕え、それらを拝むということです。これも大

きな誇りです。勿論、イスラエルの民は主なる神、ヤーウェーも信じていました。でも、主だけを

信じていませんでした。ほかの神々にも信頼していたのです。主を礼拝しながらバアルも、アシ

ュタロテも、マモンも、その他いろいろな神々を信じ、それらに仕えていました。盆も正月もクリ
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スマスもお祝いするみたいな感じです。これは日本人の宗教観に近いものがあります。それが

寛容な心だと思っているわけです。全部拝めばそれだけご利益もあるしと。でもそれは大きな

誇りです。主なる神を信じていると言いながらほかの神々に歩み、それらに仕えているとした

ら、それは誇りでしかありません。主はそうした大きな誇りをぼろぼろにすると言われたので

す。 

あなたはどうですか。イスラエルの民のような誇り、プライドはないでしょうか。神のことば

を聞こうとせずその心をかたくなにして、「私は私の道を行く」と自分の考えに固執しているこ

とはないでしょうか。そしてほかの神々にも従って歩み、それらに仕えているということはな

いでしょうか。イエス様は「心の貧しい者は幸いです。天の御国は、その人のものだからです。」

(マタイ 5:3)と言われました。主はご自身の前で心を低くし全面的に主に拠り頼む人を、御国

の民としてくださるのです。 

Ⅲ．主に結び付いて(11) 

ではどうしたらいいのでしょうか。ですから、第三のことは主に結び付いてということです。

11 節をご覧ください。「帯が人の腰に着けられるように、わたしはイスラエルの全家とユダの

全家をわたしに着けた─主のことば─。それは、彼らがわたしの民となり、名声となり、栄誉と

なり、栄えとなるためだった。しかし彼らはわたしに聞き従わなかったのだ。」 

ここで主はものすごいことを言われます。それは「帯が人の腰に着けられるように、わたしは

イスラエルの全家とユダの全家をわたしに着けた。」ということばです。第三版では「結びつけ

た」と訳しています。「なぜなら、帯が人の腰に結びつくように、わたしは、イスラエルの全家と

ユダの全家をわたしに結びつけた。」意味としてはこちらの方が近いです。イスラエルは神に結

びつけられたのです。一つとなるように。帯が人の腰に結び付けるように、主はイスラエルの全

家をご自身に結びつけてくださったのです。これは神様にとってイスラエルの民がそこまで近

い存在であり、一体であることを表しています。その神と私たちを結び付ける帯がぼろぼろだ

ったらどうでしょうか。使い物になりません。仕事にならなければ戦いにもなりません。そして、
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これは祭司の帯だと申し上げましたが、祭司の帯であるとしたら祭司の務めは礼拝ですから、

礼拝にもならないということです。でも主は私たちをご自身と一つに結び付けてくださいまし

た。主はそこまで私たちと一つになりたいのです。それが神の願いなのです。 

これはイエス様の祈りを見てもわかります。イエス様は十字架に付けられる直前に、ゲッセマ

ネの園で最後の祈りをされました。それは汗が血のしずくのように滴り落ちるほどの壮絶な祈

りでしたが、その祈りの中で主はこう祈られました。「父よ。あなたがわたしのうちにおられ、わ

たしがあなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らもわたしたちのう

ちにいるようにしてください。あなたがわたしを遣わされたことを、世が信じるようになるた

めです。」(ヨハネ 17:21) 

 イエス様の祈りは、すべての人を一つにしてくださいというものでした。イエス様が父なる神

と一つであるように、イエスを信じるすべての人が、互いに一つとなるようにと祈られたので

す。それはイエスが父によって遣わされたことを、この世が信じるようになるためです。その一

つに結び合わせるものが帯です。「愛」という帯なのです。「愛は結びの帯として完全です。」(コ

ロサイ 3:14)その神の愛という帯によって一つになり、互いに結び合うようにと祈られたので

す。 

それは何のためでしょうか。11 節後半をご覧ください。ここにその理由が書いてあります。

「それは、彼らがわたしの民となり、名声となり、栄誉となり、栄えとなるためだった。」 

 これが、イスラエルの民が神に結び付けられた目的です。これがイスラエルの民が存在してい

る目的でもあり、私たちクリスチャンが存在している目的でもあります。あなたは何のために

存在していますか。それはあなたが神の民となり、神の名声となり、神の栄誉となり、神の栄え

となるためです。神様はあなたをそのようにしたいと願っておられるのです。あなたはそのた

めに主に結びつけられたのです。決して離れることがないように、愛の絆でしっかりと結び付

けられたのです。それなのに、イスラエルの民は神の御声に聞き従いませんでした。神と彼らを

結び付けていた帯はぼろぼろに腐ってしまい、何の役にも立たなくなってしまったのです。私

たちはそういうことがないように気をつけたいと思います。そして、神と私たちを結び付けて
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いる帯がぼろぼろにならないように、しっかりと主と一つになることを求めていきたいと思う

のです。 

 

 あなたが誇りとしているものは何ですか。私たちが誇りとすべきもの、それは主との関係で

す。主を知っているということを誇るべきです。私たちは誰か有名な人を知っていると、「私は

あの人を知っている」と自慢します。でも私たちが自慢すべきなのは、私たちが主を知ってい

ることです。誤解しないでください。主を知っているということは聖書の知識がどれだけある

かということではありません。また、主のためにどれほど熱心に活動しているかということで

もありません。クリスチャンとしてこの社会でどれだけ立派に生きているかということでもあり

ません。主を知っているとは、主との関係を意味しています。この結びの帯で主と一つに結ば

れているかどうかということです。 

パウロは「私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。」(ピリピ 1:21)と言ってい

ます。このことです。生きるにしても、死ぬにしても、その身によってキリストが現わされること

を切に願うことです。長谷川先生が金太郎飴のお話をされました。どこを切っても金太郎が出

てくるように、私たちのどこを切ってもイエス・キリストが出てくるような生き方です。そのため

にはキリストと一つに結ばれていなければなりません。キリストの苦難にもあずかり、キリスト

の死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいと願う。そんな信仰の歩み

です。私たちはそのために造られたのですから。どうか、私たちの身を通して神の御名が崇め

られますように。その存在が神の名声となり、神の栄誉となり、神の栄えとなりますように。そ

のような者とさせていただきましょう。そのためにぼろぼろの帯ではなく、キリストの愛という

帯によって神様と一つに結びつけていただきたいと思います。 


