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危機がもたらすプレッシャーを乗り越える
サムエルは言った。
「主は、全焼のささげ物やいけにえを、主の御声に
聞き従うことほどに喜ばれるだろうか。見よ。聞き従うことは、いけ
にえにまさり、耳を傾けることは、雄羊の脂肪にまさる。23 従わない
ことは占いの罪、高慢は偶像礼拝の悪。あなたが主のことばを退けた
ので、主もあなたを王位から退けた。
」
(1 サムエル 15:22～23 新改訳 2017)

1. 神様のみこころを求めて
あなたの神、主が、私たちの歩むべき道と、なすべきことを私たちに
告げてくださいますように。」4 そこで、預言者エレミヤは彼らに言っ
た。
「承知しました。見よ。私は、あなたがたのことばのとおり、あな
たがたの神、主に祈り、主があなたがたにお答えになることはみな、
あなたがたに告げましょう。あなたがたには何事も隠しません。」5 彼
らはエレミヤに言った。
「主が、私たちの間で真実で確かな証人であら
れますように。私たちは必ず、あなたの神、主が私たちのためにあな
たを遣わして告げられることばのとおりに、すべて行います。6 それが
良くても悪くても、私たちは、あなたを遣わされた私たちの神、主の
御声に聞き従います。私たちの神、主の御声に聞き従って幸せを得る
ためです。
」(エレミヤ 42:3～12 新改訳 2017)

2.神様のみこころに
十日たって、主のことばがエレミヤにあった。8 エレミヤは、カレアハ
の子ヨハナンと、彼とともにいる軍のすべての高官たちと、身分の低
い者や高い者をみな呼び寄せて、9 彼らに言った。「あなたがたは自分
たちのために嘆願してもらおうと私を主に遣わしたが、そのイスラエ
ルの神、主はこう言われる。10 『もし、あなたがたがこの地にとどま
るのであれば、わたしはあなたがたを建て直して、壊すことなく、あ
なたがたを植えて、引き抜くことはない。わたしは、あなたがたに下
したあのわざわいを悔やんでいるからだ。11 あなたがたが恐れている
バビロンの王を恐れるな。彼を恐れるな──主のことば──。わたし
があなたがたとともにいて、彼の手からあなたがたを救い、助け出す
からだ。12 わたしがあなたがたにあわれみを施すので、彼はあなたが
たをあわれんで、あなたがたを自分たちの土地に帰らせる。
』
(エレミヤ 42:7～12 新改訳 2017)
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3. 神様のみこころに
ユダの残りの者よ、主はあなたがたに『エジプトへ行ってはならない』
と言われた。私が今日あなたがたに証ししたことを、確かに知らなけ
ればならない。20 あなたがたは、自分たちのいのちの危険を冒して迷
い出てしまったからだ。あなたがたは私をあなたがたの神、主のもと
に遣わして、
『私たちのために、私たちの神、主に祈り、すべて私たち
の神、主の言われるとおりに、私たちに告げてください。私たちはそ
れを行います』と言ったのだ。21 私は今日、あなたがたに告げたが、
あなたがたは、自分たちの神、主の御声を、すなわち、主がそのため
に私をあなたがたに遣わされたすべてのことを聞こうとしなかった。
22 だから今、確かに知らなければならない。あなたがたが、行って寄
留したいと思っているその場所で、剣や飢饉や疫病で死ぬことを。
」
(エレミヤ 42:19～22 新改訳 2017)

4. あなたの決断したことの
エレミヤが民全体に、彼らの神、主のことばを語り終えたときのこと。
彼らの神、主はこのすべてのことばをもって、エレミヤを彼らに遣わ
されたのであるが、2 ホシャヤの子アザルヤ、カレアハの子ヨハナン、
および高ぶった人たちはみな、エレミヤにこう告げた。
「あなたは偽り
を語っている。私たちの神、主は『エジプトに行ってそこに寄留して
はならない』と言わせるために、あなたを遣わされたのではない。3
ネリヤの子バルクが、あなたをそそのかして私たちに逆らわせ、私た
ちをカルデア人の手に渡して、私たちを死なせるか、あるいは、私た
ちをバビロンへ引いて行かせようとしているのだ。」4 カレアハの子ヨ
ハナンと、軍のすべての高官たちと、民のすべては、
「ユダの地にとど
まれ」という主の御声に聞き従わなかった。
(エレミヤ 43:1～4 新改訳 2017)
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SURVIVING THE PRESSURE OF A CRISIS
“Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as
in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed
is better than the fat of rams. 23For rebellion is like the sin of
divination, and arrogance like the evil of idolatry. Because you
have rejected the word of the Lord, he has rejected you as king.”
(1Samuel 15: 22—23 NIV)

1.

FOR THE WILL OF GOD

“Pray that the Lord your God will tell us where we should go and
what we should do.” 4 “I have heard you,” replied Jeremiah the
prophet. “I will certainly pray to the Lord your God as you have
requested; I will tell you everything the Lord says and will keep
nothing back from you.” 5 Then they said to Jeremiah, “May the
Lord be a true and faithful witness against us if we do not act in
accordance with everything the Lord your God sends you to tell us.
6 Whether it is favorable or unfavorable, we will obey the Lord our
God, to whom we are sending you, so that it will go well with us, for
we will obey the Lord our God.” (Jeremiah 42:3—6 NIV)

2.

IN THE WILL OF GOD

7 Ten days later the word of the Lord came to Jeremiah. 8 So he
called together Johanan son of Kareah and all the army officers
who were with him and all the people from the least to the greatest.
9 He said to them, “This is what the Lord, the God of Israel, to
whom you sent me to present your petition, says: 10 ‘If you stay
in this land, I will build you up and not tear you down; I will plant
you and not uproot you, for I have relented concerning the disaster
I have inflicted on you. 11 Do not be afraid of the king of Babylon,
whom you now fear. Do not be afraid of him, declares the Lord, for
I am with you and will save you and deliver you from his hands. 12
I will show you compassion so that he will have compassion on you
and restore you to your land.’ (Jeremiah 42:7—12 NIV)
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THE WILL OF GOD

“Remnant of Judah, the Lord has told you, ‘Do not go to Egypt.’
Be sure of this: I warn you today 20 that you made a fatal mistake
when you sent me to the Lord your God and said, ‘Pray to the Lord
our God for us; tell us everything he says and we will do it.’ 21 I
have told you today, but you still have not obeyed the Lord your
God in all he sent me to tell you. 22 So now, be sure of this: You will
die by the sword, famine and plague in the place where you want to
go to settle.” (Jeremiah 42: 19—22 NIV)

4.

OF YOUR CHOICE

“When Jeremiah had finished telling the people all the words of
the Lord their God—everything the Lord had sent him to tell them—
2 Azariah son of Hoshaiah and Johanan son of Kareah and all the
arrogant men said to Jeremiah, “You are lying! The Lord our God
has not sent you to say, ‘You must not go to Egypt to settle there.’
3 But Baruch son of Neriah is inciting you against us to hand us
over to the Babylonians, so they may kill us or carry us into exile to
Babylon.”4 So Johanan son of Kareah and all the army officers and
all the people disobeyed the Lord’s command to stay in the land of
Judah.” (Jeremiah 43:1—4 NIV)

