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ジレンマに直面したときにある 
あふれる希望 

 

「ただし、少しも疑わずに、信じて求めなさい。疑う人は、風に吹かれて揺れ動く、

海の大波のようです。7 その人は、主から何かをいただけると思ってはなりません。
8 そういう人は二心を抱く者で、歩む道すべてにおいて心が定まっていないからで

す。」 (ヤコブ 1:6～8 新改訳) 
 
あふれる希望の大切な３つの真理： 
 
1.自分の状況における                          を祈り求める 

軍のすべての高官たち、カレアハの子ヨハナン、ホシャヤの子イザンヤ、および

身分の低い者も高い者もみな近づいて来て、2 預言者エレミヤに言った。「どうか、

私たちの願いを受け入れてください。私たちのため、この残りの者すべてのため

に、あなたの神、主に祈ってください。ご覧のとおり、多くの者の中からわずかに

私たちだけが残ったのです。3 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 42:1～6 新改訳) 
 
2. 自分の願いよりも                     を喜んで受け入れる 

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
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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。』13しかし、

あなたがたが『私たちはこの地にとどまらない』と言って、あなたがたの神、

主の御声に聞き従わず、14『いや、エジプトの地に行こう。あそこでは戦い

にあわず、角笛の音も聞かず、パンに飢えることもない。あそこに私たちは

住もう』と言うのであれば、15今、ユダの残りの者よ、主のことばを聞け。

イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。『もし、あなたがたがエジプト

に行こうと決意し、そこに行って寄留するなら、16あなたがたの恐れている

剣が、あのエジプトの地であなたがたを襲い、あなたがたの心配している飢

饉が、あのエジプトであなたがたに追い迫り、あなたがたはそこで死ぬ。』 

                    (エレミヤ 42:7～16 新改訳) 
 

 
3.自分の願いがもたらす              を受け入れる覚悟を持つ 

エジプトに行ってそこに寄留しようと決意した者たちはみな、そこで剣と飢饉と疫

病で死ぬ。わたしが彼らに下すわざわいから、生き残る者も逃れる者もいない。』
18 まことに、イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。『わたしの怒りと憤りがエ

ルサレムの住民の上に注がれたように、あなたがたがエジプトに行くとき、わたし

の憤りはあなたがたの上に注がれ、あなたがたは、のろいと恐怖のもと、ののし

りとそしりの的になり、二度とこの場所を見ることはない。』 19 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 42:17～22 新改訳) 
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OUR OVERFLOWING HOPE 
WHEN FACING A DILEMMA 

 

“But when you ask, you must believe and not doubt because the one who 
doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. 7That person 
should not expect to receive anything from the Lord. 8Such a person is 
double-minded and unstable in all they do.” (James 1:6-8 NIV) 
 
 
THREE IMPORTANT TRUTHS OF OVERFLOWING HOPE:  
 

1. Pray for                             in your situation 
Then all the army officers, including Johanan son of Kareah and Jezaniah son 
of Hoshaiah, and all the people from the least to the greatest approached 
2 Jeremiah the prophet and said to him, “Please hear our petition and pray to 
the Lord your God for this entire remnant. For as you now see, though we 
were once many, now only a few are left. 3 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 42:1-6 NIV) 
 
 

2. Be willing to accept                 over your desires 
Ten days later the word of the Lord came to Jeremiah. 8So 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. 9He 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 
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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.’ 
13 “However, if you say, ‘We will not stay in this land,’ and so disobey the Lord 
your God, 14 and if you say, ‘No, we will go and live in Egypt, where we will 
not see war or hear the trumpet or be hungry for bread,’ 15 then hear the 
word of the Lord, you remnant of Judah. This is what the Lord Almighty, the 
God of Israel, says: ‘If you are determined to go to Egypt and you do go to 
settle there, 16 then the sword you fear will overtake you there, and the 
famine you dread will follow you into Egypt, and there you will die.”    
                                            (Jeremiah 42:7-16 NIV) 
 
 

3. Be willing to accept the                     of 
your desires 

Indeed, all who are determined to go to Egypt to settle there will die by the 
sword, famine and plague; not one of them will survive or escape the 
disaster I will bring on them. 18This is what the Lord Almighty, the God of 
Israel, says: “As my anger and wrath have been poured out on those who 
lived in Jerusalem, so will my wrath be poured out on you when you go to 
Egypt. You will be a curse and an object of horror, a curse and an object of 
reproach; you will never see this place again.” 19Remnant 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 42:17-22 NIV) 
 
 


