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泣く人が笑う(エレミヤ31:31-34）  

      

 人が何で泣くのか、また何で笑うかということは、その人の人生がどんなものなのかの表れのような
ものです。そして、これからその人の人生がどのようになって行くのか、それを見ることができる鏡の

ようなものです。なので、信者の私たちが何を泣いて、何に涙を流して、何を笑うのかということは非

常に大切な問いかけになります。私たちは何で涙を流して、また何が私たちに笑いを与えるものでしょ
うか。信者の涙、悲しみ、また信者の喜び笑いというのは、一般の人とは違うものですし、また違うも

のでなければいけません。 

 
 なので、第1に、信者は滅びのこの世を見て泣く者です。 

 
一般の人は自分の思い通りに行かないときに、そのもどかしさのゆえに悲しみ、また涙する場合があり

ます。そして、肉的なさまざまな苦痛や苦しみのために泣いたり、また肉的な損害をこうむることで泣

いたり悲しんだりします。そして、この世にあるものを手に入れたいのになかなか獲得することができ
ないことで悲しんだり、それが欠けているので、世のものを持っているか持っていないかと人と比較す

ることで落ち込んだり、悲しんだり、泣いたりすることが一般の人の悲しみであり涙です。しかし、信

者の涙はそういうものとは違うものだし、またそうならないといけません。それで創世記6：5-6を見ま
すと、神様はこのように泣いていらっしゃいました。神様が泣くということは人間的な表現ではありま

すけれども、「主は、地上に人の悪が増大し、その心に計ることがみな、いつも悪いことだけに傾くのを
ご覧になった。それで主は、地上に人を造ったことを悔やみ、心を痛められた」と書いてあります。神

様はこの地上のすべての人が神様の契約を離れて偶像に走り、神に敵対し滅びの道を歩んでいることを

ご覧になって心を痛めていらっしゃったと書いてあります。これが神様の嘆きであり、神様の涙でした。
クリスチャンの涙、クリスチャンの悲しみ、クリスチャンが泣くということは、この神様の涙です。信

者は神様と同じ涙を流すものです。アブラハムは創世記18：32を見ますと、ソドムとゴモラを見て神様
に涙とともにお祈りを捧げます。「どうか神様、この滅びのソドムとゴモラを憐れんでください。」と神

様に訴えます。それがアブラハムの涙、アブラハムの悲しみでした。自分の何かがどうなのかというこ

とではなくて、この世の滅びの状態、この現場の悲しい状態を見て泣いていました。Ⅰサムエル15：35
を見ても、サムエルという預言者がサウル王が神様の契約を離れて堕落の道を走ってしまったことに対

して心を痛めて泣くということがそこに書かれています。これがクリスチャンの涙というものです。そ

して、旧約の聖書に登場するすべての預言者の涙がそういうものでした。預言者はひとりとして人生そ
のものが楽な者はいませんでした。いつもイスラエルの滅び、世の中の滅びのことを預言する役目を担

って、それを全うしていた者です。それが預言者の役割でした。預言者はみなそのような涙を流して泣
いていました。特にその中で、先週私たちが確認しましたイザヤ預言者は、イスラエルが滅びてバビロ

ニアの捕虜になることをあらかじめ預言して、それを見て泣いていました。そして、今日の聖書の箇所

に登場するエレミヤという預言者は、同じくイスラエルの滅びを預言して、預言だけではなくてそれを
目の当たりにして、実際にイスラエルが捕虜にされていくことを見ていたわけです。それでエレミヤは

涙を流して泣いていました。「神様、なぜこうなってしまうのでしょうか。神様、この国を憐れんでくだ
さい」とそのように祈っていました。そして、イエス様も泣いていらっしゃいました。イエス様の涙も

同じ涙です。時代が変わり、場面が変わってもクリスチャンの涙の本質はいつも同じものです。ルカ 19：

44を見ますと、エルサレムの宮、エルサレムの街を見てイエス様は、神様がこれほどまでにエルサレム
を今まで導いていらっしゃったのに、エルサレムは神に立ち帰ることなく滅びることをあらかじめご覧

になって、イエス様は涙を流していらっしゃいました。マタイ 9：36にもイエス様は多くの人々を見て、

羊飼いのない羊のようにさまよい、疲れ果てているその現場のたましいの様子をご覧になって、心を痛
めて泣いていらっしゃいました。ヨハネ 11：35を見ますと、ラザロが死んだときに、そのお墓の前でイ

エス様は涙を流していらっしゃいました。みんなラザロが死んだことを悲しんで、それで泣いていらっ
しゃると思っていましたが、イエス様はもうすぐラザロを生き返らせるつもりでそこに来ていらっしゃ

るわけです。なので、ラザロが死んだことで泣いたわけではなくて、死の勢力に捕らわれて、死の奴隷

として死の恐怖に囚われて人生を歩いている人々を見て、彼らをかわいそうに思い涙しました。その死
の勢力を打ち破って勝利なさる希望のキリストが目の前に来ていらっしゃるのに、キリストを見る目が
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全く開かれていないということにイエス様は心を痛めて涙していらっしゃいました。イエス様が十字架

にかけられたときに、それを見ていた女の人たちが涙を流していました。その時にルカ 23：28を見ます

と、「イエス様は私のために泣くんじゃないよ。あなたがたの子孫がこれから滅びて世界中にさまよう
ようになるのでそれを泣きなさい]と言われました。イエス様はご自分のために泣いていらっしゃる女

の人たちに、そのようにおっしゃったことが聖書には書いてあります。これが信者の涙です。これが神
様の涙です。これこそが信者の悲しみであり、信者が心を痛めるべき内容です。パウロの涙もいつもそ

ういうものでした。使徒 21：13を見ますと、パウロがエルサレムに向かおうとしたら、人々はそのエル

サレムでパウロがどういうことになるのか、どのようなひどい目に会うのかが分っていたので、涙を流
しながらパウロを止めました。そのときパウロは言いました。なぜそういうことで泣いて私を困難させ

るのか。泣かないように。私たちが苦しめられること、私たちに何かの問題が起こること、そういうこ

とは涙のテーマにはなりません。パウロの涙は違うところにありました。使徒 20：31。いつも教会のた
めに涙をもって祈っていたと自分で告白しています。教会が神様の涙を正しく理解して、この滅びる世

を生かさないといけないので、それをいつも考えて教会のために祈るたびにパウロは涙とともに祈って
いたと告白しています。これが一般の人には見られない信者だけに見られる信者だけに与えられている

聖なる涙です。信者は一般の人と同じ悲しみではなくて、滅びる世を見てかわいそうに思い、神様と同

じ旨を持って、そして悲しみ涙を流すものだということをぜひ覚えましょう。私たちの涙はいったいど
んなものなのでしょうか。何を泣いて何を悲しんでいるのでしょうか。そういうことを自分自身に問い

かけてよく吟味して行く必要があります。このように一般の人は違う神のみ旨と同じ心を持って、神様

と同じ涙を流すことができるのが信者です。そして、それが信者の特権です。 
 

 第 2.神様の涙で泣く信者は、その涙、悲しみで終わることはありません。そういう信者は神様の契約
のゆえに喜び笑うようになります。 

 

その契約はこのように滅びるしかない、この世を愛してこの世を救われるという神様の契約です。ほか
の何かが喜びのテーマではなくて、滅びる現場を見て泣く信者は、神様の契約を喜ぶようになります。

信者は神様の救いの契約があるからこそ笑うようになります。どんなにひどい状態であっても、どんな
に滅びるこの世であってもどんな場面に遭遇しても、信者は諦めることなく絶望することなく笑うよう

になります。一般の人たちはこのような大変な状況の中で笑おうとして、肯定的な思考を持とうと頑張

ります。やればできるという肯定的な思考に走り、そこで笑いを見つけようとするのが一般の人なので
す。あるいは宗教の何かの信念に頼り、そこで希望、喜びを見つけようとするのが一般の人の人です。

そして、外見的に豊になり、また技術の面で文明が発展すること、そこで希望を見出して、そこで笑お

うとするのが一般の人の喜びです。しかし、クリスチャンはそういうことは喜びにならない、そういう
ことは希望にならないことが分かっているものなので、神様の救いの契約のゆえに笑う者であり、それ

で喜ぶようになります。本当に神様の涙をもって正しく泣く人は、神の契約によって笑うことになりま
す。これこそが本当の勝利者の喜びです。暗やみの地上を歩きながらも揺れることなく、また失望する

ことなく、どんな状況であろうが堂々とこの喜びの道をまっすぐに歩くことができる祝福です。信者は

神様の契約があるからこそ笑うものなのです。その契約こそ創世記3：15から神様が約束されました女
の子孫が生まれて蛇の頭を踏み砕く、この契約、この約束、この救いの契約のゆえにクリスチャンは笑

います。アブラハムは偶然崇拝をしていた者ですが、神様の一方的な恵みによりそこから救い出されま
した。それで「わたしがあなたに示す地、カナンの地に行きなさい」とおっしゃって、その場で神様は

アブラハムに笑うしかない、喜ぶしかない祝福を宣言されます。創世記12：1-3において、あなたは祝

福の基となるよと。私のような人間が今まで神様なんか全く知らないで、偶像崇拝に従事していた私の
ような人間が祝福の基になると言われると喜ぶしかないのではないでしょうか。喜ぶしかありません。

心から笑うしかありません。その理由はわたしが示す地、カナンに行きなさい。蛇の頭を踏み砕くため

に約束された女の子孫が来られるための地、この創世記3：15の契約のゆえに喜ぶしかない祝福が宣言
されていたわけです。ただ残念なのは、アブラハムはそのときはこれが本当に自分の笑いにはなりませ

んでした。意味がよくわからなくて、それでだいぶ時間が経ってから 99歳の時に「来年、あなたの妻サ
ラを通して子どもが生まれるよ」と言われたその時に、盗み聞きしていたその妻のサラがそこでくすっ

と笑いました。その笑いは鼻笑いなのです。まさかそんなことはあり得ませんと笑っていたわけです。

その時、神様がなぜ笑うのかとおっしゃいました。それが創世記18：12に書いてあります。その翌年、
神様のおっしゃった通りに、アブラハムの家系に子どもが生まれます。100 歳になった時に。絶対不可
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能なそういう状況の中でイサクが生まれました。そのイサクは何を意味するのでしょうか。絶対不可能

の中で、創世記3：15の女の子孫、キリストの約束は必ずその通りになるよという象徴的なサインのよ

うなものだったわけです。その子どもの名前はイサクと言いました。イサクという言葉の意味は、「笑
い」という意味があります。自分で鼻笑いをしていたものが、どういう風に変わるかというと、サラは

告白します。神様が本当に私を笑うようにしたんだと。本当の喜びの笑いに変わりました。キリストの
ゆえに、契約のゆえに、本当に本気で心から笑うことができたわけです。それこそが喜びであり、希望

なのです。サムエルとダビデもそんなに平和な楽な時代を生きた者ではありません。周りの敵からいつ

も攻撃されて、国の内部は偶像だらけの状態でした。そこでサムエルとダビデは、契約の箱の奥義が分
かっていたわけです。契約の箱、女の子孫が生まれて、蛇の頭を踏み砕くというその契約の箱、それが

サムエルとダビデの喜びの根源でした。契約の箱が敵に奪われた後、また戻されたときにダビデは喜び

のあまりに踊っていたのですが、服が脱げることも気づかないまま踊るほど喜びにあふれていました。
契約の箱のゆえに。自分が王様になるからではなくて、契約の箱のゆえにどんな状況であろうが、ダビ

デは喜びが絶えない笑う人になりました。そして、旧約に登場するすべての預言者を見ていても同じな
のです。先ほど申し上げましたように、預言者は滅びること、さばきを預言してもらうために召された

ものです。どれほど人間的に辛い立場に立たされていたでしょうか。そして、どれほど涙を流して悲し

んでいたでしょうか。しかし、預言は全員、どの預言者を見ても、そういう絶望するしかない裁きの預
言の中で必ずメシヤが来られるというメシヤの待望の約束によって預言者たちは喜んでいました。それ

が預言者がさばきの預言、滅びの預言の中で喜ぶことができた唯一の理由なのです。これから聖書を細

かく見てください。旧約の預言書を見ますと、必ずメシヤの約束が紹介されます。そして、そこにすべ
ての希望のスポットが当てられているということを確認することができるようになります。代表的にイ

ザヤ 6：13、すべてが切り倒されても切り株は残る。「聖なるすえこそ、その切り株」。それこそが契約
なのです。イザヤ 7：14、処女が身ごもって子どもを産む。その名をインマヌエルと言いなさい。女の

子孫が生まれて、蛇の頭を踏み砕く。その約束は必ず成就するから、自分がのこぎりで切られて殺され

る、そういう人生を送ったにもかかわらず笑うことができたわけです。それがクリスチャンの喜びであ
り笑いというものです。 

 
 今日の聖書の主人公、エレミヤ預言者にはあだ名がありました。「涙の預言者」と言われるほど涙、涙、

涙の人生を歩いていました。しかし、今日の聖書から見られるように、「見よ。その日が来る。──主の

御告げ──その日、わたしは、イスラエルの家とユダの家とに、新しい契約を結ぶ」とおっしゃいます。
その新しい契約は何でしょうか。創世記3：15の女の子孫が来られたときに、モーセがもらった律法に

よって失敗したそのこととは全然違うことになるから新しい契約とおっしゃいました。そのときに罪を

永遠に取り除き、34 節に書いてあります。みことばを聞くのではなくて、板にみことばを書き記して、
それでイスラエルの民に渡しました。けれども、イスラエルの民は滅びることしかできません。だから、

女の子孫が世に来られて、蛇の頭を踏み砕いたそのときには、このみことばが石の板ではなくて、神の
民の心の板に刻まれるようになるからと言われました。これが新しい契約なのです。罪のために毎日、

毎年いけにえを捧げるような契約ではなくて、永遠に罪が取り除かれることになるという契約なのです。

そして、私は彼らの神、彼らは私の民となる、私の霊を彼らに注ぐよと約束されました。蛇の頭を踏み
砕く女の子孫が実際に来られたときには、メシヤが来たときには、聖霊が神の民の内側に入って内住す

ることになる。ヨエル2:28にも預言されている内容です。そういう今までとは違う、旧約の時代とは違
う、新しいことがそのとき起こる。新しい契約。創世記3：15の約束がその通りに成就したときに、ど

ういう風になるのかをエレミヤに神様は示されました。エレミヤは涙の中でこの新しい契約と言われる

この契約を握って喜び、希望を持って笑うことができました。そして、その契約の主人公キリストが実
際に世に来られました。それこそがクリスチャンの笑いの理由なのです。クリスチャンの喜びの理由で

す。旧約の預言者たちは来られるキリストを見ながら、創世記3：15が成就したら新しいことが始まる

よということを前もって聞いて、それで滅びの状態の中から絶望するしかない状態の中から喜び、希望
を失わないで笑うことができました。ならば、その契約が成就した時にはいうまでもないでしょう。こ

れこそが感謝の喜びです。キリストが世に来られました。だから喜びの知らせと言われるわけです。Good 
news、福音、ゴスペルというのはそういう意味なのです。その方が少女マリアから生まれて十字架で死

なれて復活なさったイエス様です。イエス様こそがその女の子孫、インマヌエル、キリストその方だっ

たのです。キリストが実際に世に来られました、つまり、エレミヤが見ていた新しい契約は本物になる
わけです。それが滅びるこの世を見て、人間の目で見た時には絶望するしかない状況の中で、失望しな
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いで涙に溺れないで喜んで希望を持って笑うことができる理由なのです。分かりやすく申し上げると、

クリスチャンの笑いの理由は、イエスはキリストということです。イエスはキリストだから創世記 3：

15、その約束はもう成就しました。エレミヤがあらかじめ見て笑っていたその新しい契約はその通りに
本物になります。だから、喜ぶしかないでしょう。イザヤも喜んで、エレミヤもその状況で喜んでいた

のに、なぜ私たちはそのキリストが世に来られたのに喜ぶことができないのでしょうか。それは笑いの
テーマが違うところにあるからなのです。クリスチャンは契約のゆえに笑います。イエスはキリストだ

から。イエス様は十字架でヨハネ 19：30、すべてを完了したと宣言されました。それが私たちの喜びの

理由、笑いの根拠になります。 
 

 それで誰でもこのイエス・キリストにあって、エレミヤがあらかじめ見て預言していた内容が、実際

的に実現されます。なんと素晴らしい奇跡でしょうか。ローマの手紙 8：1-2。いのちの御霊の原理によ
って、死と罪の原理から永遠に解放される。永遠に罪が取り除かれることが本物になります。ローマ 8：

15。この世の霊ではなくて、神の子どもにしてくださる霊を受けたので、神様を「アバ。父」と呼ぶこ
とができます。エレミヤは、自分はこの時代でこのまま死んで終わりなのですが、キリストが来られた

た時にどういうことになるかをあらかじめ見て喜んでいたものなのです。それが実際に実現されます。

神が彼らの神となり、彼らは神の民となる。それぐらいじゃなくて、神様を「アバ、父」と呼ぶものに
なります。イエスがキリストなので。そして、これはどんな被造物も切り離すことができない、奪うこ

とができない。だから、それを短い言葉でⅡコリント 5：17「古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが

新しくなりました」。エレミヤの預言がその通り成就します。イエスはキリストだから、私は弱い者、今
世界中に戦争が絶えない、災害がずっと続いて、感染症にみなが悩んでいる状況の中でも、みなが神に

戻って来るべきなのに、さらにさらに偶像の方に入って行く、霊媒師の方に入っていくこの時代を見な
がら、涙を流しながらも希望を失わずに、私たちは笑うことができます。イエスはキリストだから。私

たちは古いものは過ぎ去り、滅びるしかない、悲しむしかない不幸の自分は滅びののろいの運命に囚わ

れていてアップアップしていた、地獄に行くしかない自分は十字架とともに死んで、すべてが新しくな
ったので、その契約のゆえに私は笑うことができます。それが本物の笑いです。 

 
 パウロは言います。Ⅱコリント3：6を見ますと、「パウロ自分は新しい契約に仕えるものとして召さ

れた」とあります。新しい契約に仕える者、その新しい契約は何なのでしょうか。イエスはキリスト、

イエスにあってエレミヤが預言していたそのすべてが成就した。これからはイエス様のお話をすると、
神のみことばを伝えると、聖霊様が神の民の心の板にみことばを刻み込む働きがなされるようになりま

す。それを私たちがやるわけです。キリストのおあかしをしますと、神の働きによってその人の罪が永

遠に取り除かれる、そういうことが起こるわけです。それが新しい契約に仕えるということです。それ
を今の時代を生きる伝道者と言います。何とすばらしいのでしょうか。だから、イエス様は使徒 1：8、

地の果てにまでわたしの証人となるよ。イエス様が証人として用いられること、それが新しい契約に仕
えることです。そのときに使徒 1:14 祈りに専念し、マルコのタラッパンに現れていたその祝福が現れ

るようになる。これが新しい契約なのです。この契約、イエス様の福音が宣べ伝えられて、旧約の律法

では不可能だった、人々の罪が永遠に取り除かれて、神の霊がその人の中に入っていのちとなり、彼ら
は神の民となり、神は彼らの神となる、この新しい契約、これが世界中に広まって成し遂げられるとい

う契約なのです。この契約は絶対にその通りに成就します。なので私たちは笑うわけです。世界中が困
難していても、それはさまざまな時刻表、さまざまな絶対契約のための理由があるものであって、私た

ちが失望して泣き崩れるようなことではありません。必ず成就する絶対契約です。女の子孫が来られる

という契約が絶対的に成就したのと同じように、あなたがたが見たときと同じ有様で、イエス・キリス
トが再びこの世に来られるということも必ず成就します。いつ来られるでしょうか。この新しい契約の

祝福が世界中に広まって、世界の人々がこの新しい契約の祝福に預かるようになったときにイエス様は

再び来られます。なので、何があってもこの契約は止められない、必ずこの通りになるという証拠が黙
示録という聖書なのです。だから、神様は迫害の中でみんなが「なぜこうなってしまうのでしょうか」

と嘆くしかない状況の中で、黙示録を許されることで笑いなさいよ。これで喜びなさいよ。主は再び来
られます。あなたが切られることがあっても、新しい契約、世界中にイエス様を通して本当のいのちが

与えられるこのことは止められないんだよ。だから私たちは笑うわけです。たとえ自分が死ぬことがあ

っても、ステパノのように石を投げられて死ぬことがあっても喜んで笑いながら主の御前に行きます。
なぜならそれが私たちの笑いの根拠だからです。それが私たちの喜びのテーマですから。自分がうまく
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いくかいかないかは笑いのテーマではありません。そこを変えないといけません。信者でも、人に無視

されると泣きます。欲しいものが手に入らないと泣きます。家庭の状況がほかの家庭と比べたときに、

「なぜうちのお父さんは」「なぜ私の家庭は」とそういうことが涙の理由なのです。クリスチャンはそう
いうことで泣く者ではありません。滅びるしかない、霊的に死んでしまったこの現場を見て、到底どん

なに暴れても可能性のない現場を見て、たましいを見て泣く者です。人々がどんなに頑張っても、今人々
が泣いてるそのテーマが彼らの思い通りに変わったとしても希望のないこの世、現場を見てクリスチャ

ンは泣く者なのです。クリスチャンの涙は違います。 

 
 あるお母さんが、自分の息子が教会に通っていたのに政治家として、軍人として忙しくなって、教会

から離れて信仰とは全然関係なく頑張って昇進し、国の閣僚の重要ポストを担うことになりました。そ

れで自分の故郷に戻ったときに、田舎ですから、その田舎から大物が出たのでプラカードを作って歓迎
をしていたわけです。そのお母さんは見向きもしませんでした。お母さんの喜びは、彼が成功してすご

い人物になって戻ってきたことにあるわけではありません。その時、お母さんは心から泣いていました。
そして、国に何かのことがあって、その人は刑務所に入れられることになりました。そのときにお母さ

んはチャンスが来たと思います。故郷に成功して戻ってきたときには見向きもしなかったお母さんが、

刑務所に入ったあの息子に対して。刑務所に入って可哀想だからではありません。やっと神様に立ち返
る、やっとイエス・キリストを信じる信仰に立ち返るチャンスが来たんだ。それで喜んで刑務所に面会

に行ったという話を聞きました。これがクリスチャンの涙とクリスチャンの笑いというものなのです。

私たちは悩み落ち込んで、また喧嘩したり、いろんなことに悩まされることがあります。でもクリスチ
ャンとしてよく吟味してみると、それは涙のテーマが一般の人とほぼ同じだからです。だから、笑いの

テーマも同じになり、それに振り回されているだけのことではないかということに気づいていただきた
いと思うのです。一回だけの人生なのです。イエス・キリストが私たちのために、私たちを新しいもの

に造り変えるために、尊い血を流して私たちを買い取られました。そういう存在です。そこら中の人と

自分を一緒にしてはいけません。どんなに人間的に衰えていたとしても、条件的に無視されるようなそ
ういうものだとしても、皆さんはそう思ってはいけません。自分自身を尊い神の子どもとクリスチャン

として自分を認めないといけません。その上に立って、私は何で泣いてるのだろうか。自分は何で笑っ
ているのだろうか。なぜ笑っていないのか。なぜ心が暗いのかということもよく吟味して問いかけない

といけません。病気があるから泣いていらっしゃるのでしょうか。むしろ霊的な病気のゆえに泣くのが

クリスチャンの涙ではないでしょうか。だから、そこに唯一の希望、イエス・キリストが見えてくるの
ですが、霊的な病気で泣く時に、イエス・キリストでなくてキリスト、イエス Onlyとしては見えてくる

ようになります。だから、そこで笑うようになります。そのときに暗やみの勢力が崩れて、悪霊が逃げ

て行くようになります。神の国を体験するようになるでしょう。涙と笑いを点検しましょう。 
 

 言葉をまとめるとこうなります。なぜ私たちは笑うのか。イエスがキリストだから。イエスが私のい
のちだから。イエスは万軍の主、教会のかしらなので私は笑います。失望する理由などは一切ありませ

ん。良いことがあるから笑って、そうじゃないと泣くというレベルではこの人生を勝利者として歩くこ

とは無理でしょう。悪魔が生きている限りは。目に見えないけれども、諸々の悪霊が食いつくすべきも
のを探して、クリスチャンでも虎視眈眈と狙っているということが事実であれば、そういうレベルでは

救われることはもちろん神の恵みなのですが、悪魔にやられっぱなしの人生になります。心配ばっかり
の自分自分自分ばっかりの人生。目に見えるものに振り回されるばかりの人生。 

 

 これから神様の涙が私たちの涙になるように祈りましょう。それで今も世界中に 5000 以上の福音を
一回も聞いたことのない民族がいるということを覚えて、私たちは心を痛めないといけません。いつど

のようにそこにつながるかということは神様の時刻表がありますけれども、私たちはそれをいつも胸に

抱いて心を痛めないといけません。そして、日本に生まれて日本に住んでいる私たちは、この日本の国
を見て、経済の発展や人間の良さなどではなくて、なぜ偶像に溺れているのでしょうか。なぜこれほど

人間を神にしてるのでしょうか。なぜ災害が絶えないのでしょうか。なぜ霊的な問題がこれほど深刻な
のでしょうか。これから日本の国が一般の人が日本沈没と言っているそういうことでなくても、そうい

うことが見えてこないのでしょうか。今現在、経済的に余裕があるから安心なのでしょうか。これがク

リスチャンの涙です。普通の人はその涙は流すことはできません。だから、小さい子どもでも、お金が
あるかないか、頭が良いか悪いかとは関係ありません。クリスチャンであれば、これを見て涙しないと
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いけません。韓国よりも早く日本にキリスト教の宣教師が入ったと言われています。もちろんそれが本

物の福音なのかどうかは別として。第二次世界大戦の後、すごいチャンスがありました。世界中、どこ

の国より海外から宣教師が入ってきてる宣教師の数が多い国は日本なのです。なのに 0.1%にも満たな
い。なぜ日本の国の人々はキリストのいのちの福音をこんなにも聞こうとしないのでしょうかと心痛め

ないといけません。私たちが泣かないで誰が泣くのでしょうか。でも、クリスチャンの私たち、0.1%の
クリスチャンにその涙がないのならどうしますか。このわずかなレムナント教会の信徒だけでもいいか

ら、それで泣きましょう。それで泣きましょう。それでこの国の47都道府県の空いているところにイエ

スの福音が宣べ伝えられるための教会が建ち、1000大学に長老が派遣されて、私と私のこの教会が、こ
の神の契約のために Onenessになるようにと祈りましょう。そこに希望があるわけですから。そして、

必ず滅びから永遠のいのちへ、サタンの国から神の国へ、サタンの奴隷から神の子どもへと移り変わる

こと、その契約を握ってイエス・キリストが宣べ伝えられると必ずそうなるという契約を喜びにして、
その契約をいつも握って必ずその通りになりますので。それでさまざまな場面で今現在はがっかりする

しかないいろんな状況、いろんなことがあるにしても、そこで失望しないで笑うようにしましょう。私
は笑うよ。クリスチャンは神の契約があるから。自分が死んでも泣きません。神の契約は自分が死のう

が生きようが必ずその通りになることを信じているから、その契約のゆえに私たちは喜び、そして笑う

ものなのです。これを祈りましょう。そうすると約束します。必ず言葉で聞いていたものに留まらない
で、御座の祝福と時間空間を超越する力と237を照らす光の祝福がまず皆さんの内側に臨まれるように

なるでしょう。神様はその祝福を注がれることでこの涙の祈り、この喜びの祈りを全うされる方です。 

 
 

（祈り）  
恵み深い父なる神様。ありがとうございます。今日も尊いキリストの血により買い取られた神の民が神

様のメッセージを聞き、主に礼拝を捧げました。ここにいるひとりひとりにさまざまな妨害があります

が、神様はイエスの御名によって必ず私たちの心にみことばが刻まれるようにされますので、神のかた
ちが回復されるように。そして、イエスのいのちあるそのたましいに神のいのちの息が吹き込まれるよ

うに。そして、エデンの祝福が回復されて、神の栄光のために、福音宣教のために生きる伝道者の人生
を歩くことができるようにひとりひとりを祝福してください。涙と笑いが神のものになるように祝福し

てください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン 


