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はじめに 

 神、ヤハウエとの契約に背いたために、ユダはバビロニアの捕

虜となるという預言者エレミヤのメッセージは、実に単純明快で

あった。神聖な裁きに屈服する者、すなわちバビロンに自主的に

降伏する者は、神の保護を受け、降伏を拒否する者は、いかなる

保護に逃れても、その反逆のためにさらに深刻な結果に直面する

ことになる。民は、もっとましな知らせを期待していたので、そ

のメッセージを届ける役割はエレミヤにとって大変な困難であっ

た。その結果、エレミヤは、人々、祭司たち、預言者たち、王た

ちによって軽蔑され、迫害されたからである。しかし理由はもう

一つあった。生まれ持った気質から、決して受け入れられること

がなかった祖国の人々の愛と愛情に切望していたからである。こ

うして、泣きながらも預言者エレミヤは、自分の世代において、

自身に大きな負担を負いながら神の目的を果たした。 

 前回は、神から民へのメッセージを要約した、エレミヤ書の最

も鮮明な描写（たとえ話）を見てきました。今回は、主な 3 人の

人格、バルクとエレミヤと神の心を見ていきます。 

バルク：神の「偉大さ」を求めて 

 聖書の中で、まる一章に渡り、神が個人的に語られる人物は、

ほんの数人しか存在しない。バルクはその内の一人である。その

背景を見てみましょう。 

 バルクは高貴な子孫の一人であった。エレミヤの個人的な助手

（秘書）と筆記役であり、エレミヤのすべての言葉を巻物に書き留

めた。 

 そこでエレミヤはネリヤの子バルクを呼んだ。バルクはエレミ

ヤの口述にしたがって、主が彼にお告げになった言葉をことごと

く巻物に書きしるした。（エレミヤ書３６：４） 

 エレミヤの言葉のすべてを記録するのに、およそ 1 年半かかっ

たと推定される（３６：１、３６：９）！この碑文の仕事の後、エレ

ミヤが投獄されていたので、代わりにエレミヤの預言書を国民に

読んだのもバルクであった。 

 それで、あなたが行って、断食の日に主の宮で、すべての民が

聞いているところで、あなたがわたしの口述にしたがって、巻物

に筆記した主の言葉を読みなさい。またユダの人々がその町々か

ら来て聞いているところで、それを読みなさい。 

（エレミヤ書３６：６） 

 エレミヤは国家から嫌われていたので、エレミヤとそのメッセ

ージに密接に関連していたバルクもまた嫌われた。実際王たち

は、ある時、バルクがエレミヤのバビロン捕囚のメッセージの原

動力であると告発した： 

 ネリヤの子バルクがあなたをそそのかして、われわれに逆らわ

せ、われわれをカルデヤびとの手に渡して殺すか、あるいはバビ

ロンに捕え移させるのだ」。（エレミヤ書４３：３） 

 明らかに、バルクの社会的権威は大きかったので、そのメッセ

ージを通して強い影響力と見なされた。（実際、その権威はバルクを促

して語らせた神の権威であった。） 

 バルクは、神殿でエレミヤの預言を国民に公に読んだ後、エホ

ヤキム王の裁判官の前で読むために、王家に呼び出された。彼ら

は恐ろしい預言に衝撃を受け、王も聞くべきメッセージであると

判断した。恐ろしい預言を聞いた王がバルクを殺そうとする可能

性を想定し、バルクに隠れるよう指示した。 



 つかさたちはバルクに言った、「行って、エレミヤと一緒に身

を隠しなさい。人に所在を知られてはなりません」。 

（エレミヤ書３６：１９） 

 予想通り、エホヤキム王は、エレミヤの預言と警告を良く受け

入れなかった。読んだ後、それらの巻物を奪い取り、切り刻み、

暖炉に捨て、燃やした！最終的に、バルクとエレミヤを投獄する

命令を下した。 

 王は王子エラメルとアヅリエルの子セラヤアブデルの子セレミ

ヤに、書記バルクと預言者エレミヤを捕えるようにと命じたが、

主は彼らを隠された。（エレミヤ書３６：２６） 

 主が二人をどのようにしてエホヤキム王の呪いから隠されたか

は明確ではないが、隠れている期間に主がエレミヤとバルクにや

るべき事柄を命じられたことは明らかにされている。更なる言葉

が付け足された別の巻物を書き直す作業であった（長く骨が折れる作

業であった）。 

 そこでエレミヤは他の巻物を取り、ネリヤの子書記バルクに与

えたので、バルクはユダの王エホヤキムが火にくべて焼いた巻物

のすべての言葉を、エレミヤの口述にしたがってそれに書きしる

し、また同じような言葉を多くそれに加えた。 

（エレミヤ書３６：３２） 

 二度目の巻物は、さらに言葉が付け足された分、更に時間を要

したに違いない。となると三年以上もエレミヤの預言を書き留め

るために費やしたことになる。 

 この背景によって、バルクがエレミヤの言葉をそれ程までに苦

労して記した際、神から受けた個人的なメッセージの背後にある

心と様子をより理解できる。エレミヤを通して神が送られたメッ

セージは次の通りである： 

 ユダの王ヨシヤの子エホヤキムの四年に、ネリヤの子バルクが

これらの言葉をエレミヤの口述にしたがって書にしるした時、預

言者エレミヤが彼に語った言葉、バルクよ、イスラエルの神、主

はあなたについてこう言われる、あなたはかつて、『ああ、わた

しはわざわいだ、主がわたしの苦しみに悲しみをお加えになっ

た。わたしは嘆き疲れて、安息が得られない』と言った。 

（エレミヤ書４５：１，２） 

 先ず神は、バルクの内の悲しみと切望を見ておられたことに注

意しましょう。バルクは最初の巻物（1年半を費やした作品）が王によ

って燃やされてしまったことによって苦しんだのを見られた。バ

ルクの労苦が無駄に思えた。そして、そのときバルクは、どこか

孤独な隠れ場に座って、再び、更に長い巻物（更に 1 年半以上かかっ

たはずである）を作成している。嘆き悲しみに疲れ果てていたバル

クは、ろくに休息も取れていない状態であった。 

 神は、私たちの心の深いところの切望や闘いを見てくださって

いるとことを知ることによって励まされる。神は、私たちを親密

且つ完全に知ってくださっている。口で表現すしようとする以前

から、その全てをご存知であられる。あらゆる、最も深い痛みが

伴う感情を神との関係の内に委ねて欲しいと願っておられる。神

は、気にしてくださっており、たとえ暗やみにあり、最も苦しみ

に満ちた日々を過ごす只中にあっても、一人一人にご計画を持っ

ておられる。 

 次に、神はバルクが巻物を書き続けるために強められ、具体的

なメッセージを与えられた。 

 あなたはこう彼に言いなさい、主はこう言われる、見よ、わた

しは自分で建てたものをこわし、自分で植えたものを抜いている

――それは、この全地である。あなたは自分のために大いなる事

を求めるのか、これを求めてはならない。見よ、わたしはすべて

の人に災を下そうとしている。しかしあなたの命はあなたの行く

すべての所で、ぶんどり物としてあなたに与えると主は言われ

る」。（エレミヤ書４５：４，５） 



 神はバルクの心を調べられたるために質問をされた：「あなた

は自分のために偉大なことを求めているのか？」バルクが自分の

人生の価値とエレミヤとの仕事に疑問を抱き、自身のために何か

良いものを求めようと誘惑されたと想像してよいでしょう。バル

クは高貴な家族に生まれたが、それ程名誉な働きをしていない様

に思えた。同類の友人たちと同じ様に、自分の将来のために偉大

な計画を求めるべきではないか？その代りに、皆から嫌われてい

る預言者と共に隠れ、一巻目と同様に暖炉に捨てられる可能性の

ある書物をヘブライ語で書き直している。バルクは、神のご計画

の内にあるこの世での居場所に疑問を抱いた。「もっと良い物が

あるのでは？」と。 

 神は、バルクに明確にお答えになられた：「滅びる運命の王国

で高い地位を望んではならない！」国家は破壊する寸前で、全て

の指導者は、死ぬか捕虜になろうとしていた。自身の将来のため

に素晴らしい計画を追求している若い貴族であるバルクの仲間の

すべては、その計画が無意味になることを見るであろう。しか

し、バルクには、「彼が行くあらゆる所々で」いのちが与えられ

る。神はその僕を守り備えてくださる。（更に長い二巻目の巻物は、生

き残り、人類史上最も素晴らしい書物の一つとなることについて神は触れられなかっ

た！） 

 成功とは何でしょうか？成功とは、結果にこだわらず、神の御

心を行うことである。誰でも、どこにいても、その類の成功を追

求することが出来る。ただ神に求めるだけでよいのです：「神

様、今日、あなたが置かれているこの場所において、どの様にあ

なたのために忠実に仕えることが出来るでしょうか？」家庭で子

供を育てている母親として召されている方も、外国で宣教活動を

している僕と同様に忠実な僕となる事が可能である。その鍵は、

神が私たちを用いてなさりたいと思っておられる偉大なことを追

求するとき、自分自身のために偉大なものを追求しようとする誘

惑に屈しないことである。大小にかかわらず、退屈であるか、興

奮するような課題に関わらず、常に忠実であることである。 

 バルクについて触れられている最後の記述は、行ってはならな

いという神の命令を頑なに拒んだ者たちによって、エレミヤは強

制的にエジプトに連れて行かれたことである。 

 男、女、子供、王の娘たち、およびすべて侍衛の長ネブザラダ

ンがシャパンの子であるアヒカムの子ゲダリヤに渡しておいた

者、ならびに預言者エレミヤとネリヤの子バルクをつれて、エジ

プトの地へ行った。彼らは主の声にしたがわなかったのである。

そして彼らはついにタパネスに行った。（エレミヤ書４３：６，７） 

 バルクは、神のチャレンジに忠誠を保ち、いかなることを犠牲

にしても、エレミヤに忠実であった。たとえエジプトにあって

も、神は二人をお守りになった！ 

 バルクは若者が年上に忠実に仕える模範である。召しは非常に

異なったものの、ヨシュアはモーセに忠実に仕えた。若いテモテ

は歳とった使徒パウロと共に歩んだ。ジョン・マークは、使徒ペ

テロの僕であり、助け人であった。（そのときは明確にされていなくて

も）神の物語の中では、それらの「重要性の低い」人物の何人か

は、後に「重要な役割」を果たしている。バルクの生涯は、あな

たの忠実さにどのような刺激を与えましたか？現在、神はあなた

にどのような役割を与えておられるでしょうか？成功は、あなた

の重要さや名誉によってではなく、信仰によって測られることを

忘れないでください。 

エレミヤ：優しく、強い 

 ああ、わたしはわざわいだ。わが母よ、あなたは、なぜ、わた

しを産んだのか。全国の人はわたしと争い、わたしを攻める。わ

たしは人に貸したこともなく、人に借りたこともないのに、皆わ

たしをのろう。（エレミヤ書１５：１０） 

 エレミヤは、預言者たちの中でも希であった。非常に優しい心

をもっていたので、メッセージを心の奥深いところで受け止めた



（そのために、民に届けることを十年以上に渡り苦労した）。彼の心は、民の

霊的条件のために苦しんだ。彼は霊的に壊れていたように感情的

にも壊れていた。 

 わが嘆きはいやしがたく、わが心はうちに悩む。聞け、地の全

面から、わが民の娘の声があがるのを。「主はシオンにおられな

いのか、シオンの王はそのうちにおられないのか」。「なぜ彼ら

はその彫像と、異邦の偶像とをもって、わたしを怒らせたの

か」。「刈入れの時は過ぎ、夏もはや終った、しかしわれわれは

まだ救われない」。わが民の娘の傷によって、わが心は痛む。わ

たしは嘆き、うろたえる。ギレアデに乳香があるではないか。そ

の所に医者がいるではないか。それにどうしてわが民の娘はいや

されることがないのか。（エレミヤ書８：１８－２２） 

 ギレアデは、癒しの軟膏の生産で知られていたイスラエルの町

であり、そこで医師は存在したが、エレミヤは病んだ心を癒す香

油を見つけることは出来ず、民の健康を修復出来る医者を見つけ

ることも出来なかった。自分の言葉も、民を真の癒し主であられ

る神に戻すに効果的でない様にさえ思えた。この様に、エレミヤ

の悲しみは癒しの限界を超えていた。 

 神の口となる召が原因で、エレミヤは常に二つの深い、駆動力

の狭間に絶えず捉えられていた：１）神の難しい言葉を自分の民

に忠実に注ぐように強制された。しかし、２）民の愛と友情を深

く切望したが、神からのメッセージが原因で絶えず拒絶された。

究極の愛国心の持ち主であったにも関わらず、裏切り者のレッテ

ルを貼られた。この様に、エレミヤは頻繁に、神からも人からも

見捨てられた様に感じた。彼の二つの嘆きは、神の召し（困難なメ

ッセージに絶える）と自然の気質（優しい心）との間の心の中の緊張を

強調している。 

 わたしはみ言葉を与えられて、それを食べました。み言葉は、

わたしに喜びとなり、心の楽しみとなりました。万軍の神、主

よ、わたしは、あなたの名をもってとなえられている者です。わ

たしは笑いさざめく人のつどいにすわることなく、また喜ぶこと

をせず、ただひとりですわっていました。あなたの手がわたしの

上にあり、あなたが憤りをもってわたしを満たされたからです。

どうしてわたしの痛みは止まらず、傷は重くて、なおらないので

すか。あなたはわたしにとって、水がなくて人を欺く谷川のよう

になられるのですか。（エレミヤ書１５：１６－１８） 

 神の召しに対するエレミヤの従順さに気づきましょう。神に忠

実でいるために、あらゆる犠牲、特に、友情の犠牲を払った。し

かし、それらは孤独感と大きな感情的苦痛をもたらした。ときに

は、神に欺かれた様にさえ感じた。 

 主よ、あなたがわたしを欺かれたので、その欺きに従いまし

た。あなたはわたしよりも強いので、わたしを説き伏せられたの

です。わたしは一日中、物笑いとなり、人はみなわたしをあざけ

ります。それは、わたしが語り、呼ばわるごとに、「暴虐、滅

亡」と叫ぶからです。主の言葉が一日中、わが身のはずかしめ

と、あざけりになるからです。もしわたしが、「主のことは、重

ねて言わない、このうえその名によって語る事はしない」と言え

ば、主の言葉がわたしの心にあって、燃える火のわが骨の内に閉

じこめられているようで、それを押えるのに疲れはてて、耐える

ことができません。多くの人のささやくのを聞くからです。恐れ

が四方にあります。「告発せよ。さあ、彼を告発しよう」と言っ

て、わが親しい友は皆わたしのつまずくのを、うかがっていま

す。また、「彼は欺かれるだろう。そのとき、われわれは彼に勝

って、あだを返すことができる」と言います。 

（エレミヤ書２０：７－１０） 

 聖書は、その偉大な英雄のより難しく困難で、脆弱な瞬間を決

して隠したり、ごまかしたりすることはない。ここでも、エレミ

ヤは、神の召しが人生にもたらした痛みを悲しんでいる。その結

果、神には悔い改めさせる必要があった。（すなわち、様々な反する気

持ちに関わらず、神に奉仕する決意の再確認をされた。） 



 それゆえ主はこう仰せられる、「もしあなたが帰ってくるなら

ば、もとのようにして、わたしの前に立たせよう。もしあなた

が、つまらないことを言うのをやめて、貴重なことを言うなら

ば、わたしの口のようになる。彼らはあなたの所に帰ってくる。

しかしあなたが彼らの所に帰るのではない。わたしはあなたをこ

の民の前に、堅固な青銅の城壁にする。彼らがあなたを攻めて

も、あなたに勝つことはできない。わたしがあなたと共にいて、

あなたを助け、あなたを救うからであると、主は言われる。わた

しはあなたを悪人の手から救い、無慈悲な人の手からあがな

う」。（エレミヤ書１５：１９－２１） 

 エレミヤの生涯の記録によると、召しとの激しい葛藤にも関わ

らず悔い改め（神に戻り）続けたことがわかる。その人生は、国家

のバビロン捕囚が近づくにつれ、益々困難になっていったが諦め

なかった。神は、この穏やかな男を反対の力によって倒されるこ

とが不可能な「青銅の城壁」のごとく強くされた。 

 神がエレミヤの様な男をお用いになって、その様な偉大な仕事

を成されたことを知ることによって励まされる。人生を神のお目

的のために差し出すなら、神には誰でもお用いになることが出来

る。神のお目的のために生きるということは困難であり、限界を

超えるときもある。しかし、神は忠実に守り助けてくださる。あ

なたは神の召しを満たす器でないことを恐れ、神に人生を完全に

捧げることを躊躇しておられないでしょうか？神にあなたを完全

に譲るなら、「わたしたちのうちに働く力によって、わたしたち

が求めまた思うところのいっさいを、はるかに越えてかなえて下

さることができる（エペソ人への手紙３：２０）ということを目

の当たりにされ驚かれるに違いありません。 

 神はなぜ、その様な厳しい裁きのメッセージを伝える役をそれ

程優しい心を持つエレミヤに与えられたのでしょう？おそらく、

エレミヤの優しい心が神ご自身の優しく厳しい心を最も反映して

いたからでしょう。神は使者の内に、ご自身とメッセージを具体

化されたのです。エレミヤの人格がその心と感情を人間的に描写

していたのでしょう。民のために情熱的で熱心であるが、贖いを

受けた宝石を正当に保持している。親の愛がどれほど情熱的であ

ろうが、絶え間ない警告や機会が拒否されるなら、必然的な規律

が必要であることを全ての親が学ぶ様に。エレミヤの心の奮闘

は、神ご自身の心の奮闘そのものであった。神の民を愛情をもっ

て修復したいという深い切望と、神に戻ることを拒否した民を懲

らしめる必要性の狭間で。エレミヤとイエスの間には、非常に多

くの類似点があり、イエスがエレミヤの生まれ変わりであると思

う人が多い事実も納得できる！（参照：マタイ１６：１３，１４）。ウァ

レン・ウィエルスビは、多くの類似点を上げている：「エレミヤ

とイエスの伝導は、どちらも民によって拒絶され、破壊が近づい

ていたので、両者ともエルサレムの町のために泣いた。両者とも

不当に嫌われ、両者とも指導者たちによって嘲笑された。両者と

も家族に拒絶された。どちらも儀式でなく、心の宗教を強調し、

共に虚像を教え、どちらも視覚的なイメージによって教え、共通

の目的と活動を用いて人々に教えた。エレミヤはエジプトで終わ

り、イエスはローマの十字架刑で終わった。当時は、両者とも悲

惨な失敗者と見なされたが、歴史は両方が正しいことを証明し

た。 

神：心を尽くして、魂を尽くして！ 

 エレミヤの生涯と使命を通して明らかにされた、神の非常に異

なる 2 つの側面が見られる。一方では、神の民のための偉大な愛

を見、また一方では、もはや神の民が大胆かつ執拗に反抗するこ

とを許さない神の正義を見る。 

 エレミヤ書全体を通して、神の深い感情が現れている聖句が見

られる。 

 主の言葉がわたしに臨んで言う、「行って、エルサレムに住む

者の耳に告げよ、主はこう言われる、わたしはあなたの若い時の

純情、花嫁の時の愛、荒野なる、種まかぬ地でわたしに従ったこ



とを覚えている。イスラエルは主のために聖別されたもの、その

刈入れの初穂である。すべてこれを食べる者は罪せられ、災にあ

う」と主は言われる。（エレミヤ書２：１－３） 

 神はイスラエルを大いに愛しておられるので、イスラエルに食

らいつこうとするあらゆる存在からとことん守ってくださる。神

の目にイスラエルは高価で尊い！ 

 しかし、神の大切な花嫁（イスラエル）が神のことも花嫁の帯の

ことも忘れることによる深い悲しみを明らかにされる。 

 おとめはその飾り物を忘れることができようか。花嫁はその帯

を忘れることができようか。ところが、わたしの民の、わたしを

忘れた日は数えがたい。（エレミヤ書２：３２） 

 しかし、この花嫁（イスラエル）は、夫（神）のことを忘れるだけ

に留まらず、愛人たちと不貞を犯し、逃げ去った。 

 あなたの足が、はだしにならないように、のどが、かわかない

ようにせよ。ところが、あなたは言った、『それはだめだ、わた

しは異なる国の者を愛して、それに従って行こう』と。 

（エレミヤ書２：２５） 

 イスラエルの家よ、背信の妻が夫のもとを去るように、たしか

に、あなたがたはわたしにそむいた』と主は言われる」。 

（エレミヤ書３：２０） 

 裸の山の上に声が聞える、イスラエルの民が悲しみ祈るのであ

る。彼らが曲った道に歩み、その神、主を忘れたからだ。 

（エレミヤ書３：２１） 

 それでも神は、赦し、関係を修復するために、花嫁が帰って来

ることを祈り切望しておられる。 

 あなたは行って北にむかい、この言葉をのべて言うがよい、

『主は言われる、背信のイスラエルよ、帰れ。わたしは怒りの顔

をあなたがたに向けない、わたしはいつくしみ深い者である。い

つまでも怒ることはしないと、主は言われる。ただあなたは自分

の罪を認め、あなたの神、主にそむいてすべての青木の下で異な

る神々にあなたの愛を惜しまず与えたこと、わたしの声に聞き従

わなかったことを言いあらわせと、主は言われる。主は言われ

る、背信の子らよ、帰れ。わたしはあなたがたの夫だからであ

る。町からひとり、氏族からふたりを取って、あなたがたをシオ

ンへ連れて行こう。（エレミヤ書３：１２－１４） 

 それでも花嫁は神に戻らない。神は、裁き決断において深い苦

しみを表明しておられるが、同じ質問を 3 回繰り返された。 

 わたしはこれらの事のために彼らを罰しないでいられようか。

このような国民にあだを返さないであろうか」と主は言われる。

（エレミヤ書５：９，９：９，９：２９） 

 大きな悲しみの中、神は愛する花嫁を滅ぼす盗人に手渡され

る。来るバビロニアの侵略は、エレミヤの聴衆の心に鮮明な恐怖

を送り込む程の巧みな言葉で記述されている： 

 ユダに告げ、エルサレムに示して言え、「国中にラッパを吹

き、大声に呼ばわって言え、『集まれ、われわれは堅固な町々へ

行こう』と。シオンの方を示す旗を立てよ。避難せよ、とどまっ

てはならない、わたしが北から災と大いなる破滅をこさせるから

だ。ししはその森から出てのぼり、国々を滅ぼす者は進んでき

た。彼はあなたの国を荒そうとして、すでにその所から出てき

た。あなたの町々は滅ぼされて、住む者もなくなる。このため

に、あなたがたは荒布を身にまとって、悲しみ嘆け。主の激しい

怒りが、まだわれわれを離れないからだ」。主は言われる、「そ

の日、王と君たちとはその心を失い、祭司は驚き、預言者は怪し

む」。（エレミヤ書４：５－９） 

 悲しいかな、何世紀にもわたり、ヤハウエである神との契約の

条件に耳を傾けることを拒否し続けた結果、紀元前 586 年イスラ

エルはバビロニアの捕虜に渡された。しかし、70 年間のバビロン

捕囚が神のご計画を語ったエレミヤの最後の言葉ではなかった。 



 万国の民よ、あなたがたは主の言葉を聞き、これを遠い、海沿

いの地に示して言いなさい、『イスラエルを散らした者がこれを

集められる。牧者がその群れを守るようにこれを守られる』と。

すなわち主はヤコブをあがない、彼らよりも強い者の手から彼を

救いだされた。彼らは来てシオンの山で声高く歌い、主から賜わ

った良い物のために、穀物と酒と油および若き羊と牛のために、

喜びに輝く。その魂は潤う園のようになり、彼らは重ねて憂える

ことがない。その時おとめたちは舞って楽しみ、若い者も老いた

者も共に楽しむ。わたしは彼らの悲しみを喜びにかえ、彼らを慰

め、憂いの代りに喜びを与える。わたしは多くのささげ物で、祭

司の心を飽かせ、わたしの良き物で、わたしの民を満ち足らせる

と主は言われる」。（エレミヤ書３１－１０－１４） 

 みずからのために道しるべを置き、みずからのために標柱を立

てよ。大路に、あなたの通って行った道に心を留めよ。イスラエ

ルのおとめよ、帰れ、これらの、あなたの町々に帰れ。不信の娘

よ、いつまでさまようのか。主は地の上に新しい事を創造された

のだ、女が男を保護する事である」。（エレミヤ書３１：２１，２２） 

 神の不忠実な花嫁であるイスラエルの上に、神聖な裁きの日が

近づいていたが、神の決して尽きることのない愛のため、それで

も明るい将来が約束されていた。その将来の希望によって、エレ

ミヤは泣くだけの預言者でなく、希望を与える預言者でもあり、

哀歌中で次のような有名な言葉を発した： 

 どうか、わが悩みと苦しみ、にがよもぎと胆汁とを心に留めて

ください。わが魂は絶えずこれを思って、わが内にうなだれる。

しかし、わたしはこの事を心に思い起す。それゆえ、わたしは望

みをいだく。主のいつくしみは絶えることがなく、そのあわれみ

は尽きることがない。これは朝ごとに新しく、あなたの真実は大

きい。わが魂は言う、「主はわたしの受くべき分である、それゆ

え、わたしは彼を待ち望む」と。主はおのれを待ち望む者と、お

のれを尋ね求める者にむかって恵みふかい。主の救を静かに待ち

望むことは、良いことである。（哀歌３：１９－２６） 

 神は契約に忠実であられる。それは、神は、私たちの従順さに

祝福してくださることであり、また不従順に懲罰をお与えになる

ことの両方において忠実であられることを意味している。 

討論のための質問 

１．バルクの人生から得た最大の教訓は何ですか？ 

２．エレミヤの人生から得た最大の教訓は何ですか？ 

３．神の御手による裁きと懲罰に関するエレミヤのメッセージは

どのような影響を及ぼしましたか？ 

４．神の忠実さと哀れみについてのエレミヤのメッセージによっ

て、どのように励まされましたか？  

 

 

 

 

 


