
THE CALL FROM BELOW 

I f those who have al ready died could 
communicate with us what would they say? 
Jesus told a sobering story in Luke 16:19-28: 


“There was a rich man who was clothed in purple 
and fine linen and who feasted sumptuously 
every day. And at his gate was laid a poor man 
named Lazarus, covered with sores, who desired 
to be fed with what fell from the rich man's table. 
Moreover, even the dogs came and licked his 
sores. The poor man died and was carried by the 
angels to Abraham's side. The rich man also died 
and was buried, and in Hades, being in torment, 
he lifted up his eyes and saw Abraham far off 
and Lazarus at his side. And he called out, 
‘Father Abraham, have mercy on me, and send 
Lazarus to dip the end of his finger in water and 
cool my tongue, for I am in anguish in this flame.’ 
But Abraham said, ‘Child, remember that you in 
your lifetime received your good things, and 
Lazarus in like manner bad things; but now he is 
comforted here, and you are in anguish. And 
besides all this, between us and you a great 
chasm has been fixed, in order that those who 
would pass from here to you may not be able, 
and none may cross from there to us.’ And he 
said, ‘Then I beg you, father, to send him to my 
father's house—for I have five brothers—so that 
he may warn them, lest they also come into this 
place of torment.’...”


The Bible teaches that because all people are 
guilt of sin, those who die without receiving 
forgive in Jesus wi l l per ish in hel l (2 
Thessalonians 1:5-10).  Though this topic is 
difficult to think about, nevertheless it is reality. 
The rich man in the story begged that someone 
might be sent to warn his relatives lest they also 
perish in hell.


Sometimes we are shy to speak about Jesus 
because we worry about causing offense or 
being rejected. But when someone dies, the 
reality of God, heaven, and hell will be plain to 
them and at that time they will think, "I'm glad 
someone warned me," or "Why did no one warn 
me?" Let the voice  of those who have died 
compel us to risk offense and rejection for the 
sake of love. 


 


下からの呼びかけ 

もし、すでに死んだ人が、私たちとコミュニケーショ
ンを取ることが出来るとしたら、彼らは何を私たち
に言うでしょうか？イエスはルカ16:19-28で、ある
誇張のない、ありのままの話をしています。 

  

「ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て、
毎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乏人が寝ていて、
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。』」 


聖書は、すべての人が罪を犯したので、イエスにあ
る赦しを受け取らず死んだ人は地獄で朽ち果てると
教えています。（第二テサロニケ 1:5-10）この話題
を考えるのは難しいですが、それでもやはり、それ
が事実です。話の中の富んだ人は、自分の近しい人
に、自分と同じように地獄で朽ち果てることのない
ように警告を与えて欲しいと懇願しました。

  

 


  

 




時々、私たちは、誰かが傷ついたり、逆に拒否され
るのを気にしてイエスのことを話すのを恥ずかしがっ
たりします。しかし、誰かが死ぬ時、真実の神、天
国、そして地獄は彼らに明らかになり、その時彼ら
は、「誰かが警告してくれて良かった」や「なぜ誰
も私に警告してくれなかったんだ？」と思うことで
しょう。死んだ者の声が、愛のゆえに誰かを傷つけ
たり、私たちが反対に遭うリスクを取るように私た
ちに迫るようにしましょう。 

  

 


  

 



