
 

 

山県恵みバプテストキリスト教会	 

死を免れた人々 

 死を免れることができますか。本

当に死を免れた人がいますか。死

を免れることが可能であれば、知

りたくありませんか。 

イエスは言われた。「わたしは、よみがえりです。
いのちです。わたしを信じる者は、死んでも生きる
のです。また、生きていてわたしを信じる者は、決
して死ぬことがありません。」～ヨハネ 11:25、26 
 

    
 

  神は、私たちが永遠の刑罰から救い出 

 されるための備えをして下さいました。 



 

「主イエス様のお招きに従って行った」	 

ある牧師が、カナダのオ
ンタリオ州、ハミルトン
のとある病院をいつもの
ように訪問していた。そ
して、一人の教会員が寝
ているそばにやってき
た。その患者は年配の男
性で、すでにこんすい状
態におちいってから数日
が経っていた。それで、
その牧師は自分が訪問し 

ても、来たことすらわか
らないだろうから、あま
り意味がないのではない
かと思った。しかし、牧
師が病室に入ると、その
患者は突然意識が戻り、
牧師をじっと見て言っ
た。「牧師先生、私はち
ょうど天国に行ってきた
ところなんです。」  
その患者の言葉に驚き、

牧師は控えめに、注意深
く尋ねた。「どうして天
国に行ったとわかるんで
すか」と。するとその男
性は、「イエス様を目の
当たりにしたのだから、
天国に行ったことがわか
るんです。」牧師は、疑
念を持ちつつ、もう一度
尋ねた。「どうして、そ
の方がイエス様だとわか

ったんですか。」それに
対して、その患者は、
「両手に傷跡があったん
です。」と答えた。 
 
その患者との会話に興味
を膨らませ、「では、イ
エス様は、なんとおっし
ゃったんですか。」と牧
師は尋ねた。 

その人は、「『私があな
たの罪の代価を全てを支
払ったのだから、私のも
とにおいで。』とイエス
様はおっしゃった。」と
言った。そう言い終える
と、患者は息を引き取
り、主イエス様のお招き
に従って行った。 
 

 
神様は、私たちが天国を
垣間見ることを許される
ことがある。いわば、天
国の窓を開けて、主が私
たちのために備えてくだ
さっているものをほんの
少しだけ見ることが出来
るように。 

「ほんの少しだけ見ることが出来る…」 



 

キリスト様は天国につい
て弟子達と信者達に言わ
れました。 
 
「あなたがたは心を騒が
してはなりません。神を
信じ、またわたしを信じ
なさい。わたしの父の家
には、住まいがたくさん
あります。もしなかった
ら、あなたがたに言って
おいたでしょう。あなた
がたのために、わたしは
場所を備えに行くので
す。わたしが行って、あ
なたがたに場所を備えた
ら、また来て、あなたが
たをわたしのもとに迎え
ます。わたしのいる所
に、あなたがたをもおら
せるためです。わたしの
行く道はあなたがたも知
っています。」トマスは
イエスに言った。「主
よ。どこへいらっしゃる
のか、私たちにはわかり
ません、どうして、その

道が私たちにわかりまし
ょう。」イエスは彼に言
われた。「わたしが道で
あり、真理であり、いの
ちなのです。わたしを通
してでなければ、だれひ
とり父のみもとに来るこ 
とはありません」ヨハネ 14:1-6	 

 
初めに、神が天と地を創
造した。 
 
「すべてのものは、この
方によって造られた。造
られたもので、この方に
よらずにできたものは一
つもない。この方はもと
から世におられ、世はこ
の方によって造られたの
に、世はこの方(イエス・キ
リスト)を知らなかった」 
ヨハネ 1:3、10 

 
「そういうわけで、ちょ
うどひとりの人によって
罪が 世界にはいり。罪に
よって死がはいり、こう
して 死が 全人類に広がっ

たのと同様に、··それと
いうのも全人類が罪を犯
したからです」ロマ書 5:12 
 
「その場合、この世の神
が不信者の思いをくらま
せて、神のかたちである

キリストの栄光にかかわ
る福音の光を輝かせない
ようにしているので
す。」コリント第二の手紙 4:4  
 
「...全世界は悪い者の支
配下にあることを知って
います。しかし、神の御
子(イエス・キリスト)が来て、
真実な方を知る理解力を
私たちに与えてくださっ
たことを知っています。

   天国について 

「それで私たちは、真実な方のうち
に、すなわち御子イエス・キリスト
のうちにいるのです。この方こそ、
まことの神、永遠のいのちです」 



 

それで私たちは、真実な
方のうちに、すなわち御
子イエス・キリストのう
ちにいるのです。この方
こそ、まことの神、永遠
のいのちです」 
ヨハネ第一の手紙 5:19、20  
 
「すべての人は、罪を犯
したので、神からの栄誉
を受けることができず」 
ロマ人の手紙 3:23  
 
「そういうわけで、ちょ
うどひとりの人(アダム)に
よって罪が世界にはい
り、罪によって死がはい
り、こうして死が全人類
に広がったのと同様に、
··それというのも全人類
が罪を犯したからです」
ロマ人の手紙 5:12  
 
「罪から来る報酬は死で
す。しかし、神の下さる
賜物は、私たちの主キリ
スト ·イエスにある永遠
のいのちです」 ロマ人の手紙 
6:23  
 
「こうして、この人たち
は永遠の刑罰にはいり、
正しい人たちは永遠のい
のちにはいるのです。」  
マタイ 25:46 
 

 
「それから、王はまた、
その左にいる者たちに言
います。『のろわれた者
ども。わたしから離れ
て、悪魔とその使いたち
のために用意された永遠
の火にはいれ』マタイ 25:41  

「ある金持ちがいた。い
つも紫の衣や細布を着
て、每日ぜいたくに遊び
暮らしていた。ところ
が、その門前にラザロと
いう全身おできの貧しい
人が寝ていて、金持ちの
食卓から落ちる物で腹を
満たしたいと思ってい
た。犬もやって来ては、
彼のおできをなめてい
た。さて、この貧乏人は
死んで、御使いたちによ
ってアブラハムのふとこ
ろに連れて行かれた。金
持ちも死んで葬られた。
その金持ちは、ハデスで
苦しみながら目を上げる
と、アブラハムが、はる
かかなたに見えた。しか
も、そのふところにラザ
ロが見えた。彼は叫んで
言った。『父アブラハム
さま。私をあわれんでく
ださい。ラザロが指先を
水に浸して私の舌を冷や
すように、ラザロをよこ
してください。私はこの
炎の中で、苦しくてたま
りません。』アブラハム
は言った。『子よ。思い
出してみなさい。おまえ
は生きている間、良い物
を受けラザロは生きてい
る間、悪い物を受けてい
ました。しかし、今ここ
で彼は慰められ、おまえ
は苦しみもだえているの
です。そればかりでな
く、私たちとおまえたち
の間には、大きな淵があ

ります。ここからそちら
へ渡ろうとしても、渡れ
ないし、そこからこちら
へ越えて来ることもでき
ないのです。』彼は言っ
た。 『父よ。ではお願
いです。ラザロを私の父
の家に送ってください。
私には兄弟が五人ありま
すが、彼らまでこんな苦
しみの場所に来ることの
ないように、よく言い聞
かせてください。』しか
しアブラハムは言った。
『彼らには、モ―セと預
言者があります。その言
うことを聞くべきで
す。』彼は言った。『い
いえ、父アブラハム。も
し、だれかが死んだ者の
中から彼らのところに行
ってやったら、彼らは悔
い改めるに違いありませ
ん。』アブラハムは彼に
言った。『もしモ―セと
預言者との教えに耳を傾
けないのなら、たとえだ
れかが死人の中から生き
返っても、彼らは聞き入
れはしない。』」 
ルカ 16:19---31  



 

悪魔とすべての悪霊は、
永遠に苦しみが続く場所
に行かなければならない
ことがわかります。 
 
「こうして彼らは、ガリ
ラヤの向こう側のゲラサ
人の地方に着いた。イエ
スが陸に上がられると、
この町の者で悪霊につか
れている男がイエスに出
会った。彼は、長い間着
物も着けず、家には住ま
ないで、墓場に住んでい
た。彼はイエスを見る
と、叫び声をあげ、御前
にひれ伏して大声で言っ
た。「いと高き神の子、
イエスさま。いったい私
に何をしようというので
す。お願いです。どうか
私を苦しめないでくださ
い。」それは、イエが、
汚れた霊に、この人から
出て行け、と命じられた
からである。汚れた霊が
何回となくこの人を捕え
たので、彼は鎖や足かせ
でつながれて看視されて
いたが、それでもそれら
を断ち切っては悪霊によ
って荒野に追いやられて
いたのである。イエス
が、「何という名か。」
とお尋ねになると、「レ
ギオンです。」と答え
た。悪霊が大ぜい彼には
いっていたからである。
悪霊どもはイエスに、底
知れぬ所に行け、とはお
命じになりませんように

と願った。」ルカ 8:26---31  
   
「そして、ふたりを外に
連れ出して「先生がた。
救われるためには、何を
しなければなりません
か。」と言った。ふたり
は、「主イエスを信じな
さい。そうすれば、あな
たもあなたの家族も救わ
れま す。」と言った。 
使徒の働き 16:30、31  
 
「その翌日、ヨハネは自
分のほうにイエスが来ら
れるのを見て言った。
「見よ、世の罪を取り除
く神の小羊。」ヨハネ 1:29  
 
「それで多くの人が集ま
ったため、戸口のところ
まですきまもないほどに
なった。この人たちに、
イエスはみことばを話し
ておられた。そのとき、
ひとりの中風の人が四人
の人にかつがれて、みも
とに連れて来られた。群
衆のためにイエスに」近
づくことができなかった
ので、その人々はイエス
のおられるあたりの屋根
をはがし、穴をあけて、
中風の人を寝かせたまま
その床をつり降ろした。 

 

 

 

 



 

イエスは彼らの信仰を見
て、中風の人に、「子
よ。あなたの罪は赦され
ました。」と言われた。
ところが、その場に律法
学者が数人すわってい
て、心の中で理屈を言っ
た「この人は、なぜ、あ
んなことを言うのか。神
をけがしているのだ。神
おひとりのほか、だれが
罪を赦すことができよ
う。」彼らが心の中でこ
のように理屈を言ってい
るのを、 イエスはすぐ
にご自分の霊で見拔い
て、こう言われた。「な
ぜ、あなたがたは心の中
でそんな理屈を言ってい
るのか。中風の人に、
『あなたの罪は赦され
た。』と言うのと、『起
きて、寝床をたたんで歩
け。』と言うのと、どち
らがやさしいか。人の子
が地上で罪を赦す権威を
持っていることを、あな
たがたに知らせるため
に。」こう言ってから、
中風の人に、「あなたに
言う。起きなさい。寝床
をたたんで、家に帰りな
さい。」と言われた。す
ると彼は起き上がり、す
ぐに床を取り上げて、み
なの見ている前を出て行
った。それでみなの者が
すっかり驚いて、「こう
いうことは、かつて見た
ことがない。」と言って

神をあがめた。イエスは
また湖のほとりに出て行
かれた。すると群衆がみ
な、みもとにやって来た
ので、彼らに敎えられ
た」 マルコ 2:2-13  
 
「もし、私たちが自分の
罪を言い表わすなら、神
は真実で正しい方ですか
ら、その罪を赦し、すべ
ての悪から私たちをきよ
めてくださいます」 
ヨハネ第一の手紙 1:9 

 
「キリストが現われたの
は罪を取り除くためであ
ったことを、あなたがた
は知っています。キリス
トには何の罪もありませ
ん。」1ヨハネ 3:5  

 
「こういうわけで、今
は、キリスト·イエスに
ある者が罪に定められる
ことは決してありませ
ん。なぜなら、キリスト
·イエスにある、いのち
の御霊の原理が、罪と死
の原理から、あなたを解
放したからです。肉によ
って無力になったため、
律法にはできなくなって
いることを、神はしてく
ださいました。神はご自
分の御子を、罪のため
に、罪深い肉と同じよう
な形でお遣わしになり、
肉において罪を処罰され
たのです。」ロマ  8:1-3  

 

 



 

イエスは彼に言われた。
「わたしが道であり、真
理であり、いのち なの
です。わたしを通してで
なければ、だれひとり父
のみもとに来ることはあ
りません。」ヨハネ 14:6 

 
「この方以外には、だれ
によっても救いはありま
せん。世界中でこ の御
名のほかには、私たちが
救われるべき名として
は、どのような名も、人
間に与えられていないか
らです。」使徒の働き 4:12 

 
「イエスが町の門に近づ
かれると、やもめとなっ
た母親のひとり息子が、
死んでかつぎ出されたと
ころであった。町の人た
ちが大ぜいその母親につ
き添っていた。主はその
母親を見てかわいそうに
思い、『泣かなくてもよ
い。』と言われた。そし
て近寄って棺に手をかけ
られると、かついでいた
人たちが立ち止まったの
で、『青年よ。あなたに
言う、起きなさい。』と
言われた。すると、その
死人が起き上がって、も
のを言い始めたので、イ
エスは彼を母親に返され
た。」ルカ7:12---15 
 

 
イエスはそう言われる
と、大声で叫ばれた。

「ラザロよ。出て来なさ
い。」すると、死んでい
た人が、出て来た。「そ
れで、イエスがおいでに
なってみると、ラザロは
墓の中に入れられて四日
もたっていた。言われた
「彼をどこに置きました
か。」彼らはイエスに言
った。「主よ。来てごら
んください。」そこでイ
エスは、またも心のうち 
にいきどおりを覚えなが
ら、墓に来られた。墓は
ほら穴であって、石がそ
こに立てかけてあった。
イエスは言われた。「そ
の石を取りのけなさ
い。」死んだ人の姉妹 
マルタは言った。「主
よ。もうくさくなってお
りましょう。四日になり
ますから。」そして、イ
エスはそう言われると、
大声で叫ばれた。「ラザ
ロよ。出て来なさい。」
すると、死んでいた人
が、手と 足を長い布で
まかれたままで出て来
た。彼の顔はぬのぎれで
包まれていた。イエスは
彼らに言われた。「ほど
いてやって、帰らせなさ
い。」そこで、マリヤの
ところに来ていて、イエ
スがなさったことを見た
多くのユダヤ人が、イエ
スを信じた。ヨハネ11:17、34、38、
39、43-45  
 
「なぜなら、もしあなた

の口でイエスを主と告白
し、あなたの心で神はイ
エスを死者の中からよみ
がえらせてくださったと
信じるなら、あなたは救
われるからです。人は心
に信じて義と認められ、
口で告 白して救われる
のです。聖書はこう言っ
ています。「彼に信頼す
る者は、失望させられる
ことがない。」ユダヤ人
とギリシヤ人との区別は
ありません。同じ主が、
すべての人の主であり、
主を呼び求めるすべての
人に対して恵み深くあら
れるからです。「主の御
名を呼び求める者は、だ
れでも救われる。」ので
す。」ロマ人の手紙 10:9-13 
 
「あなたがたは、恵みの
ゆえに、信仰によって救
われたのです。それは、
自分自身から出たことで
はなく、神からの賜物で
す。行ないによるのでは
ありません。だれも誇る
ことのないためです」 
エペソ人への手紙 2:8、9  
 
「神は、実に、そのひと
り子をお与えになったほ
どに、世を愛された。そ
れは御子を信じる者が、
ひとりとして滅びること
なく、永遠のいのちを持
つためである。神が御子
を世に遣わされたのは、
世をさばくためではな 



 

く、御子によって世が救
われるためである。御子
を信じる者はさばかれな
い。信じない者は神のひ
とり子の御名を信じなか
ったので、すでにさばか
れている」ヨハネ 3:16-18  
 
「父なる神様は言われた
『わたしは、アブラハム
の神、イサクのヤコブの
神である』とあります。
神は死んだ者の神ではあ
りません。生きている者
の神です。」マタイ 22:32 

 
イエスは言われた、私は
「生きている者である。
わたしは死んだが、見
よ、いつまでも生きてい
る。また、死とハデスと
のかぎを持っている」 
黙示 録 1:1 

 
「いのちの書に名のしる
されていない者はみな、
この火の池に投げ込まれ
た」黙示録 20:15 

 
イエスは彼に言われた。
「わたしが道であり、真
理であり、いのちなので
す。わたしを通してでな
ければ、だれひとり父の
みものに来ることはあり
ません」ヨハネ 14:6 

 
イエスはまた彼らに語っ
て言われた。「わたし
は、世の光です。わたし
に従う者は、決してやみ

の中を步むことがなく、
いのちの光を持つので
す。」ヨハネ8:12 

 
もしあなたの口でイエス
を主と告白し、あなたの
心で神はイエスを死者の
中からよみがえらせてく
ださったと信じるなら、
あなたは救われるからで
す。人は心に信じて義と
認められ、口で告白して
救われるのです。「主の
御名を呼び求める者は、
だれでも救われる。」の
です ロマ書 10:9、10、13 

 
あなたが心から祈る
と神様はあなたの祈
りを聞いてくださいま
す。『天の父なる神さ
ま。こんな罪人の私をあ
われんでください。私の
すべての罪を赦して、私
のたましいを救って下さ
い。罪からきよめて下さ
い、イエスキリストの御
名によってお祈り致しま
す。』 
 
「あなたがたに言います
が、それと同じように、
ひとりの罪人が悔い改め
ると喜びが天にあるので
す。」「あなたがたに言
いますが、それと同じよ
うに、ひとりの罪人が悔
い改めるなら、神の御使
いたちに喜びがわき起こ
るのです。」ルカ 15:7、10  
 
 



 

「すべて、疲れた人、重
荷を負っている人は、わ
たしのところに来なさ
い。わたしがあなたがた
を休ませてあげます。」
マタイ 11:28 

 
イエスは言われた「見
よ。わたしは、戸(人の心の
戸口 )の外に立ってたた
く。 

 
だれでも、わたしの声を
聞いて戸を開けるなら、
わたしは、彼の(心)ところ
にはいって…」黙示録 3:20 

 
「この方(キリスト・イエス)は
ご自分のくにに来られた
のに、ご自分の民は受け
入れなかった。しかし、
この方(キリスト・イエス)を受
け入れた人々、すなわ
ち、その名を信じた人々
には、神の子どもとされ
る特權をお与えになっ
た。」ヨハネ 1:11、12 

 
「しかし、すべて汚れた
者や、憎むべきことと偽
りとを行なう者は、決し
て都(天国)にはいれない。
小羊のいのちの書に名が
書いてある者だけが、は
いることができる。」黙示
録 21:27 
 
あなたの心を開いて、救
い主イエス・キリストを
招き入れて下さい。聖書
にある約束はこれです。 

「もし、私たちが自分の
罪を(キリスト・イエスの御名によ
って)言い表わすなら、 神
は真実で正しい方ですか
ら、その罪を赦し、すべ
ての悪から私たちをきよ
めてくださいます。」ヨハ
ネ第 1 の手紙 1:9 
 
次のようにお願いしてく

ださい。「 神さま。罪人
の私をあわれんで救って
ください、すべての罪か
ら清めて下さい。」 
   
「主の御名を呼び求める
者は、だれでも救われ
る。」のです。 
 
この文書を読み終わっ
て、心から救い主イエス
•キリストを信じ受け入
れましたら、ぜひ以下の
連絡先にご連絡くださ
い。新約聖書を差し上げ
ます。また、私たちの教
会にいらしてください。
心よりお待ちしておりま
す。 
 
山県恵みバプテスト教会
岐阜県山県市大桑2855-1 



 



 

山県恵みバプテスト（キリスト）教会 

	 

集会のご案内 

 

日曜日	  Sunday	  
 

第一の集会 午前１１：００－１２：００ 日本語 

第二の集会 午後６：００－７：００ 日本語と英語 

 

水曜日	  Wednesday	  
 

聖書の話と祈祷会 ６：３０－７：３０ 日本語 

駐車場がありますがすべて無料です。 

 

 

〒５０１－２１０１岐阜県山県市大桑２８５５－１番地 

電話０５８１－２７－０３０４ 

E-mail pmjapan@aol.com 
http://www.patmelton.japanforchrist.com/ 



 

 

	 

山県恵みバプテスト（キリスト）教会 
 


