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２０２3年 3月 5日（日）礼拝メッセージ 

聖書箇所：エレミヤ書 14章 10～22節（エレミヤ書講解説教 31回目） 

タイトル：「神のジレンマ」 

きょうは、エレミヤ書 14章 10～22節から「神のジレンマ」というタイトルでお話します。い

のちの泉である主を捨てて、自分たちのために壊れた水溜めを掘ったイスラエルに対して、主

はエレミヤを通してご自身の許に立ち返るようにと語りますが、イスラエルの民はそれを無視

して神様を悲しめるようなことを続けていました。そんなイスラエルの民に対して神様はあわ

れんで彼らを救いたいのですが、救えない。そのジレンマです。 

Ⅰ．神のさばきの宣言(10-12) 

 

 まず 10～12 節をご覧ください。「10 この民について、主はこう言われる。「このように、彼

らはさまようことを愛し、その足を制することもしない。そのため、主は彼らを受け入れず、今、

彼らの咎を覚えて、その罪を罰する。」11 主は私に言われた。「この民のために幸いを祈って

はならない。12 彼らが断食しても、わたしは彼らの叫びを聞かない。全焼のささげ物や穀物

のささげ物を献げても、わたしはそれを受け入れない。かえって、剣と飢饉と疫病で、彼らを絶

ち滅ぼす。」」 

14 章前半では、日照りのことについて主のことばがエレミヤにありました。そのことばに対

してエレミヤは主に祈りました。主の御名にかけて神様に訴えたのです。それは 7 節にありま

す。「主よ、あなたの御名のために事を成してください。」(7)8 節では「イスラエルの望みであ

る方、苦難の時の救い主よ。」と呼びました。名は体を表します。主はイスラエルの望みの神で

す。苦難の時の救い主です。だから、自分たちを置き去りにしないでくださいと、必死に祈った

のです。それに対する答えがこれです。 

何ということでしょうか。エレミヤが必死になって祈ったにもかかわらず、主の御名に訴えて
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とりなしたにもかかわらず、それに対する主の答えはまことに素っ気のないものでした。いや、

ひどくがっかりさせるものでした。主はこう言われました。10 節、「この民について、主はこう

言われる。「このように、彼らはさまようことを愛し、その足を制することもしない。そのため、

主は彼らを受け入れず、今、彼らの咎を覚えて、その罪を罰する。」 

  非常に厳しい言葉です。突き放されるような思いがします。11 節では、極めつけのようなこ

とばが語られます。それは「この民のために幸いを祈ってはならない。」という言葉です。耳を

疑いたくなるような言葉です。本当に神様がこんなことをおっしゃったのかと。神様がこのよ

うに民のためにとりなしてはならないと言われたのはこれが 3 回目です(エレミヤ

7:16,11:14)。しかし、ここではもっと踏み込んで言われています。単に彼らのために祈って

はならないと言うのではなく、「この民のために幸いを祈ってはならない。」と言われたのです。

私たちの神は私たちに幸いをもたらしてくださる方ではないのですか。その神様が「幸いを祈

ってはならない」というのはおかしいじゃないですか。何とも冷たく突き放されるような思い

が致します。本当に神様はこんなことをおっしゃったのかと耳を疑いたくなってしまいます。 

そればかりではありません。12 節にはこうあります。「彼らが断食しても、わたしは彼らの叫

びを聞かない。全焼のささげ物や穀物のささげ物を献げても、わたしはそれを受け入れない。

かえって、剣と飢饉と疫病で、彼らを絶ち滅ぼす。」どういうことでしょうか。どんなに祈っても、

どんなに献げても、すなわち、どんなに礼拝しても、神様はそれを受け入れないというのです。

礼拝は形ではないからです。むしろ、剣と飢饉と疫病で彼らを絶ち滅ぼすことになります。それ

は彼らがいのちの水である主を捨てて、壊れた水溜めを慕い求めたからです。壊れた水溜め

とは偶像のことです(2:13)。彼らはまことの神を捨てて偶像を慕い求めました。その結果、こ

のような結果を招いてしまったのです。 

皆さん、この世で最も恐ろしいこととは何でしょうか。それは神様に拒絶されることです。も

し私たちがささげる祈りと賛美が神に受け入れられないとしたら、これほど悲しいことはあり

ません。神様は私たちの究極的な希望であり救い主なのに、その神様に拒絶されるとしたらそ

こには何の希望もなくなってしまいます。それはまさに絶望であり、破滅と死を意味します。彼
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らは神に背いた結果、その破滅と死を招いてしまったのです。 

ここには具体的にそれが三つの災害を通してもたらされると言われています。12 節にある

ように、一つは剣であり、もう一つは飢饉、そしてもう一つが疫病です。剣とは争いのこと、戦

争のことです。飢饉とは食べ物が不足して飢えることです。14章の前半のところでは日照りに

ついて語られましたが、その結果もたらされるものが飢饉です。あるいは、これは物質的なこ

とばかりではなく霊的にも言えることです。霊的に満たされない状態のことでもあります。疫

病とは伝染病のことです。新型コロナウイルスもこの一つです。これらのことは世の終わりの

前兆として起こると、イエス様が言われたことでもあります。ルカ21章9～11節にこうありま

す。 「9 戦争や暴動のことを聞いても、恐れてはいけません。まず、それらのことが必ず起こり

ますが、終わりはすぐには来ないからです。」10 それから、イエスは彼らに言われた。「民族は

民族に、国は国に敵対して立ち上がり、11 大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐

ろしい光景や天からの大きなしるしが現れます。」 

  皆さん、世の終わりにはこういうことが起こります。すなわち、戦争や暴動、飢饉や疫病です。

それは世の終わりが来たということではなく、その兆候として起こることです。そういう意味で

は、この世は確実に終末に近づいていると言えます。ロシアがウクライナに侵攻して 1 年が経

ちましたが、今後世界はどのようになっていくかわかりません。まさに一触即発の様相を呈し

ています。その結果、エネルギー価格が高騰しかつてないほどの深刻な食料危機が引き起こさ

れています。また、新型コロナウイルスが発生してから 3年が経過しましたが、まだ終息には至

っておりません。いったい何が問題なのでしょうか。多くの人は戦争や異常気象が原因だと言

っていますが、聖書はもっと本質的な問題を取り上げています。それは罪です。10 節にこうあ

ります。「このように、彼らはさまようことを愛し、その足を制することもしない。そのため、主

は彼らを受け入れず、今、彼らの咎を覚えて、その罪を罰する。」主を受け入れず、さまようこと

を愛しています。いのちの水である主を捨てて、水を溜めることができない壊れた水溜めを自

分たちのために掘ったのです。これが罪です。その結果、こうした剣や飢饉や疫病がもたらさ

れました。私たちは、苦難の原因を他人や環境から探すのではなく、自分自身から探さなけれ
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ばなりません。自分自身と神様との関係が正しいかどうかを考えてみなければならないのです。

私たちと神との関係が壊れると同時に、これまで努力して積み重ねてきたすべての人間的な

労苦は一瞬にして崩れ去ってしまうことになるからです。ただ覚えておいていただきたいこと

は、たとえ壊れることがあったとしてもそれで終わりではないということです。そこに赦しと回

復があります。悔い改めるなら主は赦してくださるのです。 

毎年自ら命を絶つ人が後を絶ちません。ちなみに、昨年一年間に日本で自殺した人の数は

21,584 人でした。また、アルコール依存症(80 万人)や神経症(400 万人)を患っている人

の数も増えています。これらのことから気付かされることは、私たちは成功するための訓練は

受けていても、失敗した時の訓練は受けていないということです。失敗した時にどうすれば良

いのかがわからなくて苦しんでいるのです。でも私たちの人生においては、成功するよりも失

敗することの方がはるかに多いのです。また、豊かさよりも貧困の方が、目的を達成するより

も挫折する方がはるかに多いのです。そうした失敗に備えることがいかに重要であるかという

ことがわかります。 

その備えとは何でしょうか。その最大の備えは、悔い改めて神に立ち返ることです。問題は

あなたが何をしたかということではなく、何をしなかったのかということです。あなたが失敗し

たかどうかではなく、悔い改めたかどうかが問われているのです。もしあなたが失敗しても、

悔い改めるなら神は赦してくださいます。もしあなたが自分の罪を言い表すなら、神は真実で

正しい方ですから、その罪を赦し、すべての罪からあなたをきよめてくださると聖書は約束し

ています。 

私たちはいのちの水である主を捨て、すぐに壊れた水溜めを掘ってしまうような者ですが、

それでもまだ希望があるということです。こうした神のさばきは世の終わりの前兆であって、

まだ終わりではないからです。まだ希望があります。まだ間に合います。もしあなたが自分の

罪を悔い改めて主に立ち返るなら、主はあなたを赦し、回復へと導いてくださるのです。 

Ⅱ．偽りの預言者(13-18) 
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次に、13～18 節をご覧ください。イスラエルの民に対して神がさばきを宣告されると、エレ

ミヤはあきらめないで第二の祈りをささげます。13 節です。「私は言った。「ああ、神、主よ。ご

覧ください。預言者たちは、『あなたがたは剣を見ず、飢饉もあなたがたに起こらない。かえっ

て、わたしはこの場所で、まことの平安をあなたがたに与える』と人々に言っているではありま

せんか。」」 

  ここでエレミヤは、偽預言者たちが民に偽りを語っていると訴えています。偽預言者たちは

人々に、「大丈夫、あなたがたは剣なんか見ないし、飢饉もあなたがたには起こらない。かえっ

て、わたしはこの場所で、まことの平安をあなたがたに与える」と言っていたのです。イエス様

も世の終わりにはこうした偽預言者が大勢現れると言われました。彼らの特徴はどんなことで

しょうか。それは人々にとって耳障りの良いこと、都合が良いこと、聞きやすいことを語ること

です。否定的なことではなく肯定的なことを語ります。罪だとか、さばきだとか、滅びだとか、

地獄だとか、悔い改めだとか、そういうことは一切言いません。聞く人にとって都合がよいこと

ばかり、耳障りのよいことばかりを語るのです。ですから、彼らはエレミヤが語ることを全部否

定しました。剣なんて見ることはないし、飢饉も起こらない。かえって、まことの平安が与えら

れると。エレミヤは相当困惑したことでしょう。自分が言っていることをすべて否定されるので

すから。エレミヤだってそんなことは言いたくありませんでした。できれば平安を語りたい。災

いが降りかかるなんて口が割けても言いたくないです。でも、主が言われるから、主が言われ

た通りに語ったわけですが、それとは全く反対のことを言う者たちがいたのです。偽預言者た

ちです。彼はここでそのことを訴えているのです。 

  それに対する主の答えが 14～18 節の内容です。「14 主は私に言われた。「あの預言者た

ちは、わたしの名によって偽りを預言している。わたしは彼らを遣わしたこともなく、彼らに命

じたこともなく、語ったこともない。彼らは、偽りの幻と、空しい占いと、自分の心の幻想を、あ

なたがたに預言しているのだ。15 それゆえ、わたしの名によって預言はするが、わたしが遣

わしたのではない預言者たち、『剣や飢饉がこの地に起こらない』と言っているこの預言者た

ちについて、主はこう言う。『剣と飢饉によって、その預言者たちは滅び失せる。』16 彼らの預
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言を聞いた民も、飢饉と剣によってエルサレムの道端に放り出され、彼らを葬る者もいない。

彼らも、その妻も、息子、娘もそのようになる。わたしは、彼らの上に彼ら自身の悪を注ぎかけ

る。17 あなたは彼らに、このことばを言え。『私の目は、夜も昼も涙を流して止まることのな

いように。おとめである娘、私の民の打たれた傷は大きく、それは癒やしがたい、ひどい打ち傷。

18 野に出ると、見よ、剣で刺し殺された者たち。町に入ると、見よ、飢えて病む者たち。まこと

に、預言者も祭司も、地を行き巡って、仕事に精を出し、何も知らない。』」」  

どういうことでしょうか。彼らは主の名によって預言していましたが、主は彼らを遣わしたこ

ともなく、命じたこともなく、語ったこともない、と言われました。彼らは偽りの幻と、空しい偽

りと、自分の心の幻想を、語っていただけでした。彼らは勝手に神の御言葉を解釈し、自分たち

に都合がいいように適用していました。私たちも神の御言葉を預かる者ですが、彼らのように

自分に都合が良いように解釈することがないように注意しなければなりません。「なぜなら、預

言は決して人間の意志によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが、神から

のことばを語ったのだからです。」(Ⅱペテロ 1:21) 

15 節と 16 節には、神はそのような預言者を罰し、またその偽りの預言者に従った者も罰

するとあります。そのような預言者だけではないのです。その偽りの預言者に従った者も罰せ

られることになります。なぜなら、民には、真の預言者と偽預言者とを判別する責任があった

からです。ではどうやってそれを判別することができるのでしょうか。イエス様はこう言われま

した。「16 あなたがたは彼らを実によって見分けることになります。茨からぶどうが、あざみ

からいちじくが採れるでしょうか。17 良い木はみな良い実を結び、悪い木は悪い実を結びま

す。18 良い木が悪い実を結ぶことはできず、また、悪い木が良い実を結ぶこともできません。

19 良い実を結ばない木はみな切り倒されて、火に投げ込まれます。20 こういうわけで、あ

なたがたは彼らを実によって見分けることになるのです。」(マタイ 7:16-19) 

  実によって見分けることができます。茨からぶどうが、あざみからいちじくは採れません。良

い木はみな良い実を結び、悪い木は悪い実を結びます。イエス様は、木と実のたとえによって、

人の内面と外面との密接な関係性を語られました。木の品質は必ず実に現れるということで
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す。それは人間も同じで、聖霊によって内面が霊的に生れ変っている人とそうでない人とでは

外側からは分らないかも知れませんが、結ぶ実が違います。イエス様が問題にされたのはその

人間の内面です。クリスチャンであるとはその内面の中心に関ることであって、単に行いのあ

る部分がキリスト教的であるということではありません。クリスチャンであるとは、そうでない

生き方にキリスト教的要素が少し付け加えることではないのです。御霊によって生まれ変わっ

たクリスチャンは内面が変えられていくのです。人格の中心である心そのものが、自分中心か

ら神中心へと変わるので、自我に囚われていた自分が神の僕（しもべ）となり、神がキリストを

通して下さる全く新しい価値観や人生観、喜び、使命に生きる者へ変えられていくのです。勿

論、完全にそうなるということではありません。失敗することもあります。でもその失敗しても

本質的にそこに向かっているということです。 

エレミヤ書に戻ってください。その上で主はこう言われるのです。17～18 節です。「17 あ

なたは彼らに、このことばを言え。『私の目は、夜も昼も涙を流して止まることのないように。

おとめである娘、私の民の打たれた傷は大きく、それは癒やしがたい、ひどい打ち傷。18 野に

出ると、見よ、剣で刺し殺された者たち。町に入ると、見よ、飢えて病む者たち。まことに、預言

者も祭司も、地を行き巡って、仕事に精を出し、何も知らない。』」どういうことでしょうか。 

この「私の目は」の「私」は漢字で書かれているので、これはエレミヤの目のことですが、実は

神の目でもあります。それはその後に「おとめである娘、私の民」とあることからもわかります。

この「私」とは、明らかに神様のことです。ですから、エレミヤの目は、昼も夜も涙を流して止ま

ることがなかったように、神様の目もまた涙を流し止まることがなかったのです。神はイスラエ

ルの民にさばきを宣告しましたが、その心は一人も滅びることなく、すべての人が救われるこ

とを望んでおられたからです。ここに神のジレンマがあります。神様はこの民のために祈って

はならないと冷たく突き放しているかのようですが、実際は、神のおとめである神の民が一人

も滅びることがないようにと憐れんでおられるのです。それなのにおとめである娘たちは頑な

にそれを拒んでいました。神様の憐れみを受けたければ、頑なであることを止めなければなり

ません。砕かれなければならないのです。でも彼らは頑なであり続けました。ですから神は憐
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れみたかったのにできなかったのです。さばきの宣告をせざるを得ませんでした。それがこの

涙に表れているのです。 

イエス様も同じです。ルカ 19 章 41～42 節にこうあります。「41 エルサレムに近づいて、

都をご覧になったイエスは、この都のために泣いて、言われた。42 「もし、平和に向かう道を、

この日おまえも知っていたら──。しかし今、それはおまえの目から隠されている。」 

  エルサレムに近づいて、都をご覧になられたイエス様は涙を流されました。それはエルサレム

が滅んでほしくなかったからです。神の民が滅んでほしくなかった。だからこの都のために泣

いて、十字架にまでかかって死んでくださったのです。それなのに彼らは神の愛を受け入れま

せんでした。だからさばきを免れないのです。まさに断腸の思いです。腸が引きちぎれそうに

なる思いで語られたのです。 

エレミヤも同じです。断腸の思いでした。もう涙せずにはいられませんでした。可哀そうだ！

あまりにも不憫でならない！憐れまずにはいられない！でも、彼らはその憐れみを受け取ろう

としませんでした。だからさばきを宣言しなければならなかったのですそれが辛かったのです。

そう言わなければ自分も偽りの預言者になってしまいますから。神はご自身を否むことがない

真実で正しい方とありますが、そうでなくなってしまいます。だからさばきを宣告しなければな

らなかったのです。でも滅んでほしくない、救われてほしい、その狭間でエレミヤは苦しんでい

たのです。 

それは私たちも同じです。私たちも一人も滅びないでほしいからこそ必死になって福音を伝

えています。でもその反応というのは、必ずしもこちらが期待するものではありません。世の終

わりが来るとか、神のさばきがあるとか、地獄があるとか、そんなのどうでもいいとか、聞く耳

を持ってくれません。だから、同時にさばきも宣言もしなければならないのですが、でもこんな

厳しいことばを言ったら嫌われてしまいます。その人が心を閉ざしてしまうのではないか。今

までの良好な関係だったのにその関係が壊れてしまうのではないかと恐れるのです。口も効

いてもらえなくなるかもしれない。そう思うと耳障りのいいことを言ってしまう誘惑にかられ
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るのです。今はちょっと頑なだけれども、ちょっとしたら柔らかくなるのではないか、それこそ

寝たきりになったらチャンスかもしれないとか。でもその時が来るとは限りません。だから私た

ちはエレミヤのように必死になってとりなし、必死になって福音を語ったうえで、それでも聞か

なければ聖書が言っていることをそのまま語らなければならないのです。これが私たちのミニ

ストリーなのです。きついですね。信じるも信じないもあなた次第です、ではないのです。それ

では偽預言者になってしまいます。本物の預言者は信じても信じなくてもいいではなく、信じ

るか、信じないかです。天国か地獄か、いのちか滅びか、祝福かのろいか、その中間はありませ

ん。信じなくてもいいなんていう選択はないのです。それは耳障りのいい話であり、偽りの平

安です。それでは偽預言者になってしまいます。 

最近、Facebook でつながっているある方から 1 冊の本が贈られてきました。タイトルは

「セカンドチャンスの福音」です。またかと思って 1 ページを開いた「はじめに」のところに次の

ように書かれてありました。 

  クリスチャンは、「自分が死んだら天国へ行ける」と信じることができます。聖書にそう約束

されているからです。では、私たちの身近な人や、家族や親族、友人などで、未信者の方が亡く

なった場合はどうでしょうか。たとえばある親御さんが、こう打ち明けてきたら、あなたは何と

答えますか。 

  「先月、長男が交通事故で亡くなってしまったのです。突然のことでした。大学卒業を間近に

控えた時でした。神様にも関心を持つことはありませんでした。あの子は今どこにいるのです

か。どうか教えてください。」 そう涙ながらに懇願された場合、答えに窮する方は多いのでは

ないかと思います。 

  まず親御さんの気持ちに同情し、共に悲しむことが大切でしょう。その上で適切な答えをし

てあげることが大切です。けれどもこの時、慰めと平安を与えることのできる人が、どれほど

いるでしょうか。 

  このような時、間違っても「お子さんは未信者でしたから、地獄に行っています」と言っては

いけません。地獄に行っていないからです。お子さんは陰府
よ み

に行っています。陰府と地獄は別
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です。 

  一方、このとき明確な答えを避けて、「わかりません」「どこに行ったかは神様におまかせす

ることですよ」等と答える方もいるでしょう。しかしそのような答えでは、尋ねたかたは決して

満足しないでしょう。その人は明確な答えを求めているからです。 

  もし、このような場合、明確な答えができない、あるいは慰めと平安を与える答えができな

いのであれば、それはあなたがまだ聖書的な死後観を持っていないということなのです。 

  もし聖書的な死後観を身につけるなら、このような場合にも明確で、慰めと平安の答えをす

ることができます。本書でこれから解説しようとするのは、そのような聖書的な死後観です。 

皆さん、どう思いますか。聖書のことを知らなければ、「ああ、そうなのか、死んでからでも救

われるチャンスがあるのか」と思ってしまうでしょう。これが聖書が言っている福音でしょうか。

違います。聖書はそんなこと一言も言っていません。聖書が言っていることは、「光のある間に、

光の子となるために、光を信じなさい」ということです。イエス様はこう言われました。「もうし

ばらく、光はあなたがたの間にあります。闇があなたがたを襲うことがないように、あなたが

たは光があるうちに歩きなさい。闇の中を歩く者は、自分がどこに行くのか分かりません。自

分に光があるうちに、光の子どもとなれるように、光を信じなさい。」(ヨハネ 12:35-36) 

  ここで「光があるうちに」と言われているのは、直接的には光であられるイエス様が十字架に

付けられて死なれるまでのことを意味していますが、私たちにとって、それは死という闇が襲

ってくる時か、あるいはイエス・キリストが再び来られる時(再臨)の時かのいずれかの時です。

その間にイエス・キリストを信じなければ、永遠に救いのチャンスは無くなってしまうというこ

とです。これがイエス様が言われたこと、聖書が教えていることです。これが福音です。それな

のに、どうしてこの福音の真理を曲解するのでしょうか。先ほどの言葉を聞いていて何かお気

づきになられたことがありませんか。そうです、それを聞いた人が慰めと平安を与えられるか

どうかということに重きを置いていることです。確かに親御さんの気持ちに同情し、共に悲し

むことが大切です。確かに「お子さんは未信者でしたから、地獄に行っています」と言うことは

控えるべきでしょう。でも聖書にはどこへ行ったのかを明確に示されているので、それと違う
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ことを言うのは控えなければなりません。確かに人は死んだらすぐに地獄に行くのではなく陰

府へ行きますが、そこはもう一度悔い改めるチャンスが与えられるところではないのです。そ

こは死刑を待つ犯罪人が留置されている場所のようなところで、その行先が地獄であること

が決まっています。ただ、福音を聞く機会のなかった人が聞くチャンスはあるかもしれません。

でもそれは現代においてはあり得ないことです。なぜなら、現代では世界中のいたるところに

十字架が掲げられているからです。しかし亡くなったご家族にそれをその場で伝えることはふ

さわしくないので、「わかりません」「神様にゆだねましょう」と答えるのが最善だと思います。

あたかも死んでからでも救われる機会があると伝えることは間違っています。福音ではありま

せん。それでは、ここに出てくる偽預言者たちのようになってしまいます。 

エレミヤは嫌われても、拒まれても、神が語れと言われたことを忠実に語りました。でもそれ

があまりも厳しかったので回りから嫌われ、憎まれ、殺されそうになりました。それでもエレミ

ヤはただ神のさばきを宣言するだけで終わりませんでした。涙を流して、祈って、必死にとりな

して、そのさばきを主にゆだねたのです。それが私たちにゆだねられているミニストリーなの

です。 

Ⅲ．だから悔い改めて(19-22) 

ですから、第三のことは、だから悔い改めてということです。19～22 節をご覧ください。

「19 「あなたはユダを全く退けられたのですか。あなたはシオンを嫌われたのですか。なぜ、

あなたは私たちを打ち、癒やしてくださらないのですか。私たちが平安を待ち望んでも、幸い

はなく、癒やしの時を待ち望んでも、ご覧ください、恐怖しかありません。20 主よ、私たちは

自分たちの悪と、先祖の咎をよく知っています。本当に私たちは、あなたの御前で罪の中にあ

ります。21 御名のために、私たちを退けないでください。あなたの栄光の御座を辱めないで

ください。私たちとのあなたの契約を覚えていて、それを破らないでください。22 国々の空

しい神々の中に、大雨を降らせる者がいるでしょうか。それとも、天が夕立を降らせるのでしょ

うか。私たちの神、主よ、それは、あなたではありませんか。私たちはあなたを待ち望みます。



12 

 

あなたが、これらすべてをなさるからです。」」 

エレミヤの祈りに対する神の答えを聞いて、エレミヤはここで再度とりなしの祈りをささげ

ています。必死に食い下がっているのです。つい先ほど、「この民のために幸いを祈ってはなら

ない。」と言われたにもかかわらずです。これがエレミヤの心でした。そしてこれが神の心でも

あったのです。幸いを祈ってはならないと言いながらも、そういう厳しいことを言いながらも、

彼らにさばかれないでほしい。彼らが神様に立ち返ってほしい。神様はそう願っておられたの

です。神様はあわれみ深い方なのです。エレミヤは預言者でしたが、預言者というのは神のこ

とばを取り次ぐ人のことです。ですから、彼は預言者として神のことばを取り次いでいました

が、それだけでなく彼は、神の心も取り次いでいたのです。これが神の御心でした。エレミヤの

姿を見て私たちも痛ましいほどの主の愛に心が動かされるのではないでしょうか。そこまで主

は愛してくださるんだと。そこまで思ってくださるんだと。 

  エレミヤも民に憎まれ、迫害されて、そんな連中なんてもうどうなってもいい、滅んだほうが

いいとすら思っても当然なのに、そんな民のために必死になってとりなしました。それこそが、

神が私たちに抱いている思いです。 

ここでエレミヤはどのように祈っているでしょうか。21 節を見ると、エレミヤは三つの理由

を挙げて祈っています。第一に、御名のために私たちを退けないでほしいということです。ここ

に「御名のために、私たちを退けないでください。」とあります。この御名のためにというのは

前回お話したように主のご性質にかけてということです。主は憐れみ深く恵み深い方なのにイ

スラエルを滅ぼすようなことがあるなら、神の御名に傷がつくことになります。そんなことがあ

ってはならない。あなたの御名のために、この民を退けないでください、そう祈ったのです。 

  第二に、彼は栄光の御座を辱めないでくださいと祈りました。栄光の御座とは、神が臨在し

ておられる所です。神殿で言うなら、約の箱が置かれている至聖所のことです。そこは神の栄

光で輝いていました。そこに主が臨在しておられたからです。その栄光の御座が辱められるこ

とがないために、自分たちを退けないでくださいと祈ったのです。 

  第三に、彼は「私たちとあなたの契約を覚えていて、それを破らないでください。」と祈りま
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した。神がイスラエルの民との契約を破棄するなら、神のことばは信頼できないものになって

しまいます。神が真実な方であるのは、その契約をどこまでも守られるからです。その契約を

覚えていてくださいと訴えたのです。 

八方塞がりになったとき、あなたはどこに希望を見出していますか。私たちが希望を見出す

のはこのお方です。イスラエルの望みである方、苦難の時の救い主、私たちの主イエス・キリス

トです。この方は決してあなたを決して見離したり、見捨てたりすることはありません。あなた

の罪のために十字架でいのちを捨ててくださるほど愛してくださった主は、そして三日目によ

みがえられた主は、世の終わりまでいつもあなたとともにいてくださいます。そして、あなたを

絶望の中から救い出してくださいます。その恵みは尽きることはありません。私たちの主は真

実な方だからです。神の激しいさばきの宣告の中にも、主の憐れみは尽きることがないことを

覚え、悔い改めて今、主に立ち返ろうではありませんか。 


