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◆ 7 月 4 日(日)の礼拝は Duo 高瀬によるミニ・コンサート
が持たれます。なお礼拝のメッセージは高瀬真理先生
が取り継いで下さいます。どうぞ皆さん、お友達をお誘
いください。
◆ 6 月 27 日－7 月 3 日までマウントハーモンの修養会が
もたれます。鶴田牧師の聖会とセミナーでのご奉仕のた
めにお祈りください。なお、Youth のキャンプに末広真里
菜姉が参加されますので、素晴らしい霊の恵みにあずか
れるように祈りましょう。
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◆ 今年も 7 月 5 日～7 日まで南加クリスチャン・リトリート
がございます。
◆ 7 月 18 日(日)の礼拝後に教会総会が持たれます。
◆ 8 月 15 日(日)の礼拝はハワイの鈴木栄一先生がメッセ
ージを取り継いでくださいます。
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教会ウェブサイト： www.lvjcc.com
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聖書は、キリストが十字架で死なれた後どこに
行かれたかについて明確に述べていません。その
ため、キリストがどこに行き、何をされたかに関し
ては色んな議論があります。そこで今回は、いく
つかの見解を紹介したいと思います。まずこの問
題に対処すると思われる最もよく知られた御言
葉は 1 ペテロ 3：18-20 です。
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20）
イエスが復活の前に何処におられて、何をされた
かについての一つの見解は、イエスがハデス（最後の
審判まで死者が留まっている場所）に行かれ、霊的
な獄にいる人々に宣べ伝えることをされたというもの
です。ここでの「宣べ伝える」は、ギリシャ語で“ケルッ
ソ”という言葉が使われています。これは「宣言する」
という意味で、福音を宣べ伝えることを意味する“ユ
ーアゲリゾー”とは別の言葉です。したがって、ここで
の最もあり得る解釈は、イエスがハデス（霊的な獄）
にいる人々に彼らが救われるための福音を宣べ伝え
たというのではなく、彼らに真実を宣言したというもの
です。
では、霊的な獄に捕らわれていた霊とは誰のこと
でしょうか？ここではノアの時代に神の招きを拒絶し
た者たちであると言われています。また、ある人々
は、それはキリストの十字架の前に死んだすべての
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人間のことであると主張します。
もし前者に基づけば、イエスは彼らの所に行か
れて、罪に対する勝利を得たことを宣言し、信じ
なかった者を断罪されたのだということになり、もし
後者であれば、キリストの十字架の犠牲以前に
死んだ人たちは、神を信じ、メシヤに希望を抱い
ていた人々と、神を拒絶した人々のグループに分
けられます。その場合、イエスが宣言した真実と
は、福音の奥義に関してであり、なぜ一つのグル
ープの人々は天国に行き、もう一つのグループは
裁きを受けるのかが明らかにされたのでしょう。
また、ある神学者たちは、十字架の死と復活の
間の三日間、イエスはアブラハムの懐に降りて行
き（ルカ 16：19－31）、人々に福音の奥義を宣
言し、彼らを神と共に住むために天国に導いたと
主張します。
これらを考えると、私たちは、この三日間にイエ
スが何処におられ、何をされたかについての正確
な結論は出せませんが、イエスが霊的な獄に捕
らえられている人々、あるいはアブラハムの懐にい
る人々に福音の真理を宣言されということは明ら
かなように思えます。
（LVJCC 牧師：鶴田健次）
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