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セル ガイド

礼拝メッセージフィードバック

①祈り、賛美によって主がここにい
てくださることを信じ、聖霊様を
あがめます。
②互いの存在を感謝し、尊敬すると
ころを分かち合いましょう。
③ディボーションの分かち合いをし
ます。
④セルの目的と働きについてみなで
共有して、祈り、遣わされて行き
ましょう。

＜今日の聖書箇所は…＞
①神のみこころは？（信仰のあり方、希望
の約束、愛の満たしなど）

④この世にあって何を実践しますか？

L T G ガイド
①お互いへの感謝と誉めることを分
かち合いましょう。（２～３つ）

年長のクリスチャンがリードしてく
ださい。進め方にはいろいろな意見が
出るかもしれませんが、「主に期待す
る」信仰が最も大切です。 いつもの家
族のでいいのです。
①この１週間で神様はすばらしいと
感じたのはどんなこと？
②この１週間でお互いにどんなこと
を感謝しますか？（または誉めた
いですか？）１つだけ。
③聖書のみことばから、どんな実践
をして、またどんな恵みがありま
したか？
④互いの必要のために祈りましょう。

② 1 週間の罪を言い表して悔い改め、
互いに祈りましょう。

L T G Guide

③生き方にどう適用しますか？（あなたの
どの部分を主は扱おうとしておられます
か）

But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior
Jesus Christ. To him be glory both now and forever! Amen. II
Peter 3:18

家族礼拝ガイド

Cell Group Guide

Family Worship

②どんな思いになりましたか？（感情や願
いなど）

2020.9.28-10.4

③礼拝メッセージの分かち合いをし
ます。
礼拝メッセージの分かち合いが難
しい場合はディボーションの分かち
合い（なるべく短く）
④預言の祈り（主の御心を宣言して
祈り）をします。

２８日 月曜
エレミヤ
38:1 さて、マタンの子シェファテヤと、パ
シュフルの子ゲダルヤと、シェレムヤの子ユ
カルと、マルキヤの子パシュフルは、すべて
の民にエレミヤが次のように告げていること
ばを聞いた。
38:2 「主はこう仰せられる。『この町にとど
まる者は、剣とききんと疫病で死ぬが、カル
デヤ人のところに出て行く者は生きる。』そ
のいのちは彼の分捕り物として彼のものにな
り、彼は生きる。』
38:3 主はこう仰せられる。『この町は、必ず、
バビロンの王の軍勢の手に渡される。彼はこ
れを攻め取る。』」
38:4 そこで、首長たちは王に言った。「どう
ぞ、あの男を殺してください。彼はこのよう
に、こんなことばをみなに語り、この町に
残っている戦士や、民全体の士気をくじいて
いるからです。あの男は、この民のために平
安を求めず、かえってわざわいを求めている
からです。」
38:5 するとゼデキヤ王は言った。「今、彼は
あなたがたの手の中にある。王は、あなたが
たに逆らっては何もできない。」
38:6 そこで彼らはエレミヤを捕え、監視の庭
にある王子マルキヤの穴に投げ込んだ。彼ら
はエレミヤを綱で降ろしたが、穴の中には水
がなくて泥があったので、エレミヤは泥の中
に沈んだ。
38:7 王宮にいたクシュ人の宦官エベデ・メ
レクは、エレミヤが穴に入れられたこと、ま
た王がベニヤミンの門にすわっていることを
聞いた。
38:8 そこでエベデ・メレクは、王宮から出て

行き、王に告げて言った。
38:9 「王さま。あの人たちが預言者エレミ
ヤにしたことは、みな悪いことばかりです。
彼らはあの方を穴に投げ込みました。もう
町にパンはありませんので、あの方は、下
で、飢え死にするでしょう。」
38:10 すると、王は、クシュ人エベデ・メレ
クに命じて言った。「あなたはここから三
十人を連れて行き、預言者エレミヤを、ま
だ死なないうちに、その穴から引き上げな
さい。」
38:11 エベデ・メレクは人々を率いて、王宮
の宝物倉の下に行き、そこから着ふるした
着物やぼろ切れを取り、それらを綱で穴の
中のエレミヤのところに降ろした。
38:12 クシュ人エベデ・メレクはエレミヤに、
「さあ、ふる着やぼろ切れをあなたのわき
の下にはさんで、綱を当てなさい。」と
言ったので、エレミヤがそのとおりにする
と、
38:13 彼らはエレミヤを綱で穴から引き上げ
た。こうして、エレミヤは監視の庭にす
わっていた。
エレミヤは、その預言のゆえに捕らえられ、泥
の中に沈められました。このように神に敵対する
者は必ず存在しますし、神のために生きる者を迫
害します。私たちは動揺することなく、主の目に
かなうことを行いたいものです。
主はエベデ・メレクを用いてエレミヤを助けら
れました。主の御心を行うならば、必ず主ご自身
から守られますから、私たちはそのように生きま
しょう。

①神のみこころは？（信仰のあり方、希望の
約束、愛の満たしなど）

②どんな思いになりましたか？（感情や願い
など）

③生き方にどう適用しますか？（あなたのど
の部分を主は扱おうとしておられますか）

④この世にあって何を実践しますか？

２９日 火曜
エレミヤ
38:14 ゼデキヤ王は人をやって、預言者エ
レミヤを自分のところ、主の宮の第三の入口
に召し寄せた。王がエレミヤに、「私はあな
たに一言尋ねる。私に何事も隠してはならな
い。」と言うと、
38:15 エレミヤはゼデキヤに言った。「もし
私があなたに告げれば、あなたは必ず、私を
殺すではありませんか。私があなたに忠告し
ても、あなたは私の言うことを聞きませ
ん。」
38:16 そこで、ゼデキヤ王は、ひそかにエレ
ミヤに誓って言った。「私たちのこのいのち
を造られた主は生きておられる。私は決して
あなたを殺さない。また、あなたのいのちを
ねらうあの人々の手に、あなたを渡すことも
絶対にしない。」
38:17 するとエレミヤはゼデキヤに言った。
「イスラエルの神、万軍の神、主は、こう仰
せられる。『もし、あなたがバビロンの王の
首長たちに降伏するなら、あなたのいのちは
助かり、この町も火で焼かれず、あなたも、
あなたの家族も生きのびる。
38:18 あなたがバビロンの王の首長たちに降
伏しないなら、この町はカルデヤ人の手に渡
され、彼らはこれを火で焼き、あなたも彼ら
の手からのがれることができない。』」
38:19 しかし、ゼデキヤ王はエレミヤに言っ
た。「私は、カルデヤ人に投降したユダヤ人
たちを恐れる。カルデヤ人が私を彼らの手に
渡し、彼らが私をなぶりものにするかもしれ
ない。」
38:20 エレミヤは言った。「彼らはあなたを
渡しません。どうぞ、主の声、私があなたに

語っていることに聞き従ってください。そ
うすれば、あなたはしあわせになり、あな
たのいのちは助かるのです。
38:21 しかし、もしあなたが降伏するのを拒
むなら、これが、主の私に示されたみこと
ばです。
38:22 『見よ。ユダの王の家に残された女た
ちはみな、バビロンの王の首長たちのとこ
ろに引き出される。聞け。彼女らは言
う。・・あなたの親友たちが、あなたをそ
そのかし、あなたに勝った。彼らはあなた
の足を泥の中に沈ませ、背を向けてしまっ
た。
38:23 あなたの妻たちや、子どもたちはみな、
カルデヤ人のところに引き出され、あなた
も彼らの手からのがれることができずに、
バビロンの王の手に捕えられ、この町も火
で焼かれる。』」
38:24 ゼデキヤはエレミヤに言った。「だ
れにも、これらのことを知らせてはならな
い。そうすれば、あなたは殺されることは
ない。
38:25 もし、あの首長たちが、私があなたと
話したことを聞いて、あなたのところに行
き、あなたに『さあ、何を王と話したのか、
教えてくれ。私たちに隠すな。あなたを殺
しはしない。王はあなたに何を話したの
だ。』と言っても、
38:26 あなたは彼らに、『私をヨナタンの家
に返してそこで私が死ぬことがないように
してくださいと、王の前に嘆願してい
た。』と言いなさい。」
38:27 首長たちがみなエレミヤのところに来
て、彼に尋ねたとき、彼は、王が命じたこ
とばのとおりに、彼らに告げたので、彼ら

は黙ってしまった。あのことはだれにも
聞かれなかったからである。
38:28 エレミヤは、エルサレムが攻め取
られる日まで、監視の庭にとどまってい
た。彼はエルサレムが攻め取られたとき
も、そこにいた。
ゼデキヤ王は自分の考えに確信がなく、た
だ恐れだけがありました。自分がバビロニヤ
に降伏するとしても、自分の安全だけを考え
ていたのです。彼は今安心できることばを聞
こうとしましたが、エレミヤはあくまでも神
のことばを語りました。もしもエレミヤが王
の都合に合わせていたら、結局は王と同じ運
命になったでしょう。誰に対しても主の真理
を語りましょう。
①神のみこころは？（信仰のあり方、希望の
約束、愛の満たしなど）

②どんな思いになりましたか？（感情や願い
など）

③生き方にどう適用しますか？（あなたのど
の部分を主は扱おうとしておられますか）

④この世にあって何を実践しますか？

３０日 水曜
エレミヤ
39:1 ユダの王ゼデキヤの第九年、その第十
の月に、バビロンの王ネブカデレザルは、そ
の全軍勢を率いてエルサレムに攻めて来て、
これを包囲した。
39:2 ゼデキヤの第十一年、第四の月の九日に、
町は破られた。
39:3 そのとき、バビロンの王のすべての首長
たちがはいって来て、中央の門に座を占めた。
すなわち、ネルガル・サル・エツェル、サム
ガル・ネブ、ラブ・サリスのサル・セキム、
ラブ・マグのネルガル・サル・エツェル、お
よびバビロンの王の首長の残り全員である。
39:4 ユダの王ゼデキヤとすべての戦士は、
彼らを見て逃げ、夜の間に、王の園の道伝い
に、二重の城壁の間の門を通って町を出、ア
ラバへの道に出た。
39:5 しかし、カルデヤの軍勢は彼らのあとを
追い、エリコの草原でゼデキヤに追いつき、
彼を捕えて、ハマテの地のリブラにいるバビ
ロンの王ネブカデレザルのもとに連れ上った。
そこで、王は彼に宣告を下した。
39:6 バビロンの王はリブラで、ゼデキヤの子
たちをその目の前で虐殺し、またユダのおも
だった人たちもみな虐殺し、
39:7 ゼデキヤの両眼をえぐり出し、彼を青銅
の足かせにつないで、バビロンに連れて行っ
た。
39:8 カルデヤ人は、王宮も民の家も火で焼
き、エルサレムの城壁を取りこわした。
39:9 侍従長ネブザルアダンは、町に残されて
いた残りの民と、王に降伏した投降者たちと、
そのほかの残されていた民を、バビロンへ捕
え移した。

39:10 しかし侍従長ネブザルアダンは、何も
持たない貧民の一部をユダの地に残し、そ
の日、彼らにぶどう畑と畑を与えた。
39:11 バビロンの王ネブカデレザルは、エ
レミヤについて、侍従長ネブザルアダンに
次のように命じた。
39:12 「彼を連れ出し、目をかけてやれ。何
も悪いことをするな。ただ、彼があなたに
語るとおりに、彼にせよ。」
39:13 こうして、侍従長ネブザルアダンと、
ラブ・サリスのネブシャズ・バンと、ラ
ブ・マグのネルガル・サル・エツェルと、
バビロンの王のすべての高官たちは、
39:14 人を遣わして、エレミヤを、監視の庭
から連れ出し、シャファンの子アヒカムの
子ゲダルヤに渡して、その家に連れて行か
せた。こうして彼は民の間に住んだ。
39:15 エレミヤが監視の庭に閉じ込められ
ているとき、エレミヤに次のような主のこ
とばがあった。
39:16 「行って、クシュ人エベデ・メレクに
話して言え。『イスラエルの神、万軍の主
は、こう仰せられる。見よ。わたしはこの
町にわたしのことばを実現する。幸いのた
めではなく、わざわいのためだ。それらは、
その日、あなたの前で起こる。
39:17 しかしその日、わたしはあなたを救い
出す。・・主の御告げ。・・あなたはあな
たが恐れている者たちの手に渡されること
はない。
39:18 わたしは必ずあなたを助け出す。あな
たは剣に倒れず、あなたのいのちはあなた
の分捕り物としてあなたのものになる。そ
れは、あなたがわたしに信頼したから
だ。・・主の御告げ。・・』」

様々な恐れからバビロニヤの王に服従でき
ないでいたゼデキヤ王は、捕らえられて子ど
もたちは殺され、両眼はえぐられました。神
以外の何ものも恐れずに、神の御心を行った
エレミヤは助けられました。エレミヤは自分
を守ってのではありませんが、主が守ってく
ださったのです。ここに信仰の勝利がありま
す。
①神のみこころは？（信仰のあり方、希望の
約束、愛の満たしなど）

②どんな思いになりましたか？（感情や願い
など）

③生き方にどう適用しますか？（あなたのど
の部分を主は扱おうとしておられますか）

④この世にあって何を実践しますか？

１日 木曜
エレミヤ
40:1 侍従長ネブザルアダンがラマからエレ
ミヤを釈放して後に、主からエレミヤにあっ
たみことば。・・彼がエレミヤを連れ出した
とき、エレミヤは、バビロンへ引いて行かれ
るエルサレムとユダの捕囚の民の中で、鎖に
つながれていた。・・
40:2 侍従長はエレミヤを連れ出して、彼に
言った。「あなたの神、主は、この所にこの
わざわいを下すと語られたが、
40:3 主はこれを下し、語られたとおりに行な
われた。あなたがたが主に罪を犯して、その
御声に聞き従わなかったので、このことがあ
なたがたに下ったのだ。
40:4 そこで今、見よ、私はきょう、あなたの
手にある鎖を解いてあなたを釈放する。もし、
私とともにバビロンへ行くのがよいと思うな
ら、行きなさい。私はあなたに目をかけよう。
しかし、もし、私といっしょにバビロンへ行
くのが気に入らないならやめなさい。見よ。
全地はあなたの前に広がっている。あなたが
行くのによいと思う、気に入った所へ行きな
さい。」
40:5 しかし彼がまだ帰ろうとしないので、
「では、バビロンの王がユダの町々をゆだね
たシャファンの子アヒカムの子ゲダルヤのと
ころへ帰り、彼とともに民の中に住みなさい。
でなければ、あなたが行きたいと思う所へ、
どこへでも行きなさい。」こうして侍従長は、
食糧と贈り物を与えて、彼を去らせた。
40:6 そこでエレミヤは、ミツパにいるアヒカ
ムの子ゲダルヤのところに行って、彼ととも
に、国に残された民の中に住んだ。
エレミヤはバビロニヤに行くならば身の優遇され

ると思われました。彼はバビロニヤへの恭順をゼ
①神のみこころは？（信仰のあり方、希望の
デキヤ王に説いていたからです。しかし、同胞が
約束、愛の満たしなど）
鎖につながれている姿を見たとき、彼はそれをよ
しとはしませんでした。自分だけが安泰であるこ
を選ばなかったのです。
このように神の御心を行う者は神から守られま
すが、それは自分だけ助かるためではありません。
すが、それは自分だけ助かるためではありません。
神の愛の思いで、不信仰な者と共に生きるためで
す。これはまさに主イエスの心でもあります。エ
レミヤのような心で、ノンクリスチャンとの交わ
りをしていきましょう。
②どんな思いになりましたか？（感情や願い
など）

③生き方にどう適用しますか？（あなたのど
の部分を主は扱おうとしておられますか）

④この世にあって何を実践しますか？

２日 金曜
エレミヤ
40:7 野にいた将校たちとその部下たちはみ
な、バビロンの王がアヒカムの子ゲダルヤを
その国の総督にし、彼に、バビロンに捕え移
されなかった男、女、子どもたち、国の貧民
たちをゆだねたことを聞いた。
40:8 ネタヌヤの子イシュマエル、カレアハの
子らヨハナンとヨナタン、タヌフメテの子セ
ラヤ、ネトファ人エファイの子ら、マアカ人
の子エザヌヤと、彼らの部下たちは、ミツパ
にいるゲダルヤのもとに来た。
40:9 そこで、シャファンの子アヒカムの子ゲ
ダルヤは、彼らとその部下たちに誓って言っ
た。「カルデヤ人に仕えることを恐れてはな
らない。この国に住んで、バビロンの王に仕
えなさい。そうすれば、あなたがたはしあわ
せになる。
40:10 私も、このように、ミツパに住んで、
私たちのところに来るカルデヤ人の前に立と
う。あなたがたも、ぶどう酒、夏のくだもの、
油を集めて、自分の器に納め、あなたがたの
取った町々に住むがよい。」
40:11 モアブや、アモン人のところや、エド
ムや、あらゆる地方にいたユダヤ人はみな、
バビロンの王がユダに人を残したこと、シャ
ファンの子アヒカムの子ゲダルヤを彼らの総
督に任命したことを聞いた。
40:12 そこで、ユダヤ人はみな、散らされて
いたすべての所からユダの地に帰って来て、
ミツパのゲダルヤのもとに行き、ぶどう酒と
夏のくだものを非常に多く集めた。
40:13 さて、野にいたカレアハの子ヨハナ
ンと、すべての将校たちは、ミツパのゲダル
ヤのもとに来て、

40:14 彼に言った。「あなたは、アモン人の
王バアリスがネタヌヤの子イシュマエルを
送って、あなたを打ち殺そうとしているの
を、いったい、ご存じですか。」しかし、
アヒカムの子ゲダルヤは、彼らの言うこと
を信じなかった。
40:15 カレアハの子ヨハナンは、ミツパでひ
そかにゲダルヤに話して言った。「では、
私が行って、ネタヌヤの子イシュマエルを、
だれにもわからないように、打ち殺しま
しょう。どうして、彼があなたを打ち殺し、
あなたのもとに集められた全ユダヤ人が散
らされ、ユダの残りの者が滅びてよいで
しょうか。」
40:16 しかし、アヒカムの子ゲダルヤは、カ
レアハの子ヨハナンに言った。「そんなこ
とをしてはならない。あなたこそ、イシュ
マエルについて偽りを語っているから
だ。」

①神のみこころは？（信仰のあり方、希望の
約束、愛の満たしなど）

②どんな思いになりましたか？（感情や願い
など）

③生き方にどう適用しますか？（あなたのど
の部分を主は扱おうとしておられますか）

主からのさばきとして、イスラエルはバビロニ
ヤに滅ぼされましたが、それでも主はその王に服
従することで生きる道を約束してくださいました。
従することで生きる道を約束してくださいました。
それはユダヤに残った者たちにも同様です。主は
行き届いたお方であり、約束を守る方です。
私たちも自分から招いた苦難を味わわなくては
ならない時があるかもしれませんが、そのような
時も主からの試練をしっかりと受けましょう。主
は行き届いたお方ですから、主の助けを待ちま
④この世にあって何を実践しますか？
しょう。

３日 土曜
エレミヤ
41:1 ところが第七の月に、王族のひとり、
エリシャマの子ネタヌヤの子イシュマエルは、
王の高官と十人の部下を連れて、ミツパにい
るアヒカムの子ゲダルヤのもとに来て、ミツ
パで食事を共にした。
41:2 そのとき、ネタヌヤの子イシュマエルと、
彼とともにいた十人の部下は立ち上がって、
シャファンの子アヒカムの子ゲダルヤを剣で
打ち殺した。イシュマエルは、バビロンの王
がこの国の総督にした者を殺した。
41:3 ミツパでゲダルヤとともにいたすべての
ユダヤ人と、そこに居合わせたカルデヤ人の
戦士たちをも、イシュマエルは打ち殺した。
41:4 ゲダルヤが殺された次の日、まだだれ
も知らないとき、
41:5 シェケムや、シロや、サマリヤから八十
人の者がやって来た。彼らはみな、ひげをそ
り、衣を裂き、身に傷をつけ、手に穀物のさ
さげ物や乳香を持って、主の宮に持って行こ
うとしていた。
41:6 ネタヌヤの子イシュマエルは、彼らを迎
えにミツパを出て、泣きながら歩いて行き、
彼らに出会ったとき、言った。「アヒカムの
子ゲダルヤのところにおいでなさい。」
41:7 彼らが町の中にはいったとき、ネタヌヤ
の子イシュマエルと、彼とともにいた部下た
ちは、彼らを殺して穴の中に投げ入れた。
41:8 彼らのうちの十人がイシュマエルに、
「私たちを殺さないでください。私たちは、
小麦、大麦、油、蜜を畑に隠していますか
ら。」と言ったので、彼は、彼らをその仲間
とともに殺すのはやめた。
41:9 イシュマエルが打ち殺した、ゲダルヤの

指揮下の人たちのすべての死体を投げ入れ
た穴は、アサ王がイスラエルの王バシャを
恐れて作ったものであった。ネタヌヤの子
イシュマエルはそれを、殺された者で満た
した。
41:10 イシュマエルは、ミツパに残ってい
たすべての民、すなわち王の娘たちと、侍
従長ネブザルアダンがアヒカムの子ゲダル
ヤにゆだねた、ミツパに残っていたすべて
の民とをとりこにした。ネタヌヤの子イ
シュマエルは彼らをとりこにして、アモン
人のところに渡ろうとして出かけて行った。
41:11 カレアハの子ヨハナンと、彼ととも
にいたすべての将校は、ネタヌヤの子イ
シュマエルが行なったすべての悪を聞いた
ので、
41:12 部下をみな連れて、ネタヌヤの子イ
シュマエルと戦うために出て行き、ギブオ
ンにある大池のほとりで彼を見つけた。
41:13 イシュマエルとともにいたすべての民
は、カレアハの子ヨハナンと、彼とともに
いるすべての将校を見て喜んだ。
41:14 イシュマエルがミツパからとりこにし
て来たすべての民は身を翻して、カレアハ
の子ヨハナンのもとに帰って行った。
41:15 ネタヌヤの子イシュマエルは、八人の
者とともにヨハナンの前をのがれて、アモ
ン人のところへ行った。
41:16 カレアハの子ヨハナンと、彼とともに
いたすべての将校は、ネタヌヤの子イシュ
マエルがアヒカムの子ゲダルヤを打ち殺し
て後、ミツパから、ネタヌヤの子イシュマ
エルから取り返したすべての残りの民、す
なわちギブオンから連れ帰った勇士たち、
戦士たち、女たち、子どもたち、および宦

官たちを連れて、
41:17 エジプトに行こうとして、ベツレ
ヘムのかたわらにあるゲルテ・キムハム
へ行って、そこにとどまった。
41:18 それは、バビロンの王がこの国の
総督としたアヒカムの子ゲダルヤをネタ
ヌヤの子イシュマエルが打ち殺したので、
カルデヤ人を恐れて、彼らから逃げるた
めであった。
主のあわれみの許で、残されたユダヤ人た
ちの指導者となったゲダルヤでしたが、警告
を無視して油断し、結局殺されてしまいまし
た。民も囚われの身となりました。
彼を殺したイシュマエルは共に食事をして、
彼を殺したイシュマエルは共に食事をして、
相手を油断させました。サタンが働くときは
このようであることを覚えましょう。自分の
使命への緊張感がなくなり油断しているとこ
ろに付け込むのです。
主の計画の中にあることを忘れずに、使命
間と緊張感を忘れずに持ちましょう。
①神のみこころは？（信仰のあり方、希望の
約束、愛の満たしなど）

②どんな思いになりましたか？（感情や願い
など）
③生き方にどう適用しますか？（あなたのど
の部分を主は扱おうとしておられますか）

④この世にあって何を実践しますか？

４日曜日曜
エレミヤ
42:1 すべての将校たち、カレアハの子ヨハ
ナン、ホシャの子イザヌヤ、および身分の低
い者も高い者もみな、寄って来て、
42:2 預言者エレミヤに言った。「どうぞ、私
たちの願いを聞いてください。私たちのため、
この残った者みなのために、あなたの神、主
に、祈ってください。ご覧のとおり、私たち
は多くの者の中からごくわずかだけ残ったの
です。
42:3 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。」
42:4 そこで、預言者エレミヤは彼らに言っ
た。「承知しました。今、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、主があなたがたに答えられることはみな、
あなたがたに告げましょう。何事も、あなた
がたに隠しません。」
42:5 彼らはエレミヤに言った。「主が私たち
の間で真実な確かな証人でありますように。
私たちは、すべてあなたの神、主が私たちの
ためにあなたを送って告げられることばのと
おりに、必ず行ないます。
42:6 私たちは良くても悪くても、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。私たちが私たちの神、主の御声に聞き
従ってしあわせを得るためです。」
42:7 十日の後、主のことばがエレミヤに
あった。
42:8 彼はカレアハの子ヨハナンと、彼ととも
にいるすべての将校と、身分の低い者や高い
者をみな呼び寄せて、
42:9 彼らに言った。「あなたがたが私を遣わ

して、あなたがたの願いを御前に述べさせ
たイスラエルの神、主は、こう仰せられる。
42:10 『もし、あなたがたがこの国にとどま
るなら、わたしはあなたがたを建てて、倒
さず、あなたがたを植えて、引き抜かない。
わたしはあなたがたに下したあのわざわい
を思い直したからだ。
42:11 あなたがたが恐れているバビロンの王
を恐れるな。彼をこわがるな。・・主の御
告げ。・・わたしはあなたがたとともにい
て、彼の手からあなたがたを救い、彼の手
からあなたがたを救い出すからだ。
42:12 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み、あな
たがたをあなたがたの土地に帰らせる。』

①神のみこころは？（信仰のあり方、希望の
約束、愛の満たしなど）

②どんな思いになりましたか？（感情や願い
など）

民は神様がエレミヤと共におられることを見て、
民は神様がエレミヤと共におられることを見て、
彼に神のことばを聞きに来ました。後で分かるよ
③生き方にどう適用しますか？（あなたのど
うに、彼らには本当に従順になって聞く思いはな
の部分を主は扱おうとしておられますか）
かったのですが、それでも主は彼らに希望を語り
ました。民はその希望を聞いたのですから、希望
の主に従えば良かったのです。
私たちの従いが不十分であっても、主は希望を
備えてくださいますから、主のことばに聞きま
しょう。礼拝など、主のもとに行くときには、ど
んなことでも主に従うという決心とともに出ま
しょう。

④この世にあって何を実践しますか？

