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翻訳版 出エジプト作戦
ユ ダ ヤ 人 の 帰 還 を 援 助 するクリス チャン の 働 き

アリア…故郷への道

それゆえ言え。
『神である主はこう仰せられる。わたしはあなたがたを、国々の
民のうちから集め、あなたがたが散らされていた国々からあなたがたを連れ
戻し、イスラエルの地をあなたがたに与える。』エゼキエル11：17

1000 人のオリムが一週間のうちに帰還する！
イスラエルに帰還するユダヤ人を助けるクリスチャンの働き

A Christian ministry helping the Jewish people return to Israel



Operation Exodus

１０００人のオリムが1週

このオリムたち
（新しい移住者）が２３
ものユダヤ人協会の便で、テルアビブ
にあるベングリオン空港に到着した。
その中には、フランスから５５０人、
南米から170人、イギリスからは１０
０人、
アメリカからは６０人以上、そし
て南アフリカからも６０人いた。
エベネゼルのブラジル支部のコーデ
ィネーターのカルロス・ドス・サントス
は、南米各地―ブラジル、アルゼンチ
ン、
メキシコその他―からのオリムとと
もに南米からの便でやってきた。エベ
ネゼルイギリスからは、イギリス支部
議長のケン・ヘップワースと、イギリス
のエベネゼル理事のデレック・ビスウ
ェルが同行した。
エベネゼルチームメンバーは、彼らが
祖先の地イスラエルに無事到着し、イ



スラエル国民となったことを、エルサ
レムのコテル（西壁）において、
ともに
祝った。若い人も年配の人も、家族で
来た人も、
また勇気を持って一人でア
リアとなった人もいた。

ユダヤ人協会が行っているレッドカー
ペットプログラムのアリア、
というもの
で、イスラエルに帰還したばかりのオ
リムを助けるとても有益なプログラム
でした。その雰囲気はとても喜びに満
ちていました。ある人はもう一人の帰
ユダヤ人協会の議長のナタン・シャラ 還者に、あなたも故郷に帰ってきたの
ンスキーは、次のように述べていた。
「 ね、などといったあいさつをしていま
イスラエルが世界からの批判をあび した。そこでは、ユダヤ人協会が、
「ア
ている時でさえ、ユダヤ人社会の兄弟 リア・・・私は故郷に帰ってきた！」
とい
たちは、ただ私達を支えるだけでなく、 うTシャツを配っていました。私もその
アリアとなってイスラエルで私達とと Tシャツをもらいました。
もに立ってくれたのです。
」
ケン・ヘップワースは、イスラ
アイリス・ゴールドマンは私
エルから帰ってきた時に、
「疲
達のエルサレムの事務所か
れたが、
とても喜ばしい時で
ら次のように書いている。
した。オリムとともに祝福され
た時を過ごすことができました。」
と、
そ
「エベネゼルがサポートしているアリ
の時の印象を語っていました。
アフェアーに行ってみました。それは、
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７月の最後の週、私達は世界中からイスラエルの地へ1000人の
ユダヤ人が帰還するという驚くべき出来事を目撃した。

週間のうちに帰還した！
「主は、私達クリスチャンに、ユダヤ
人に愛とサポートをするすばらしい
機会を与えてくださいました。
コテル
の式典で、一人一人にイスラエルの
IDカードが配られました。私達もまた
式典でエベネゼルを代表してひとこ
と挨拶をする機会が与えられました。
（私は、このユダヤ人達だけの聖な
る場所で異邦人が挨拶することがゆ
るされたことをとても驚いています！）
私の挨拶が彼らに歓迎され受け入れ
られたことを、主に感謝しています。」
「私達エベネゼルとユダヤ人協会と
その指導者達との間に、良い関係が
築かれそれが強まっていることに疑
いはありません。私が話した指導者は
みなエベネゼルに感謝していて、私
達のサポートがどれほど重要だった

かを伝えてくれました。エベネゼルが
なければ、
レッドカーペットプログラ
ムもない、
と語っていました。聖書の
預言の成就の一端を担うことができ
るというのは、驚くべき特権です。」

さえも安心して外で遊ぶことができる
そうです。
また、イスラエルにおいて、
人々が適切に安息日を守っているこ
とに感謝していました。
ご主人はヘブ
ライ大学の研究者です。彼は、エベネ
ゼルについてたくさん質問していま
した。そして、イスラエルを愛しサポ
ートするクリスチャンが世界中にいる
事を感謝していました。」

ビバリー・ヒルは、エベネ
ゼル創立以来の働き手で
すが、彼女もこの記念すべ
き出来事の証人として、
こ
う述べています。
「1週間の間に、１０００人のオリ
ムが世界中からやってくるのを見る
「イスラエルへの便で、2009年にイ のは、わくわくすることでした。西壁
ギリスからアリアとなったユダヤ人家 の前で、イギリスからやってきたオリ
族と隣り合わせでした。
この家族は、 ム達とともに、イスラエル国家のHa
休暇でロンドンに旅行した帰りでし Tikvaを歌うことができ、本当に記念
た。彼らは、
イギリスで経験したよりも すべき時でした。」
よい生活であり、イスラエルでの新し
い生活を楽しんでいると言っていま
した。彼らの小さな子供たちは、夜で
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カザフスタンの混乱の中で、
アリア
ラッシュが起こる

カザフスタンの混乱の中で、多くのユダヤ人達はイスラ
エルへの帰還を決心した。
そしてエベネゼルは彼らの多
くを助けた。
ユダヤ人協会によると、4月以来ユダ
ヤ人に対する敵意が高まる中、１００
０人から３０００人あまりのユダヤ
人たちが中央アジアでアリアとなる許
可を受けた。ユダヤ人協会は、移住者
がビシュケクから飛行機に乗り、サン
ペテルブルクとトルコを通過してテル
アビブへ行くことを許可した。なぜな
ら、カザフスタンの国境線が閉鎖され
ているからだ。
アルマティのイスラエル領事は、ユダ
ヤ人への攻撃が始まるとすぐにビシュ
ケクへ来た。そしてその後3日間の間
に、３００人のユダヤ人と、
アリアのた
めの面接をした。申請者のほとんどは
ビザを受け取った。通常では、それだ
けの申請者を面接するには、1年ほど
の期間がかかるはずである。その後、
６００人のユダヤ人が、４月中にユダ
ヤ人協会を訪れた。
この状況の中で、
エベネゼル緊急基金ゼルは、今までに
知らなかった多くのユダヤ人の家族と
出会った。

びることではなく、自分の家を売ること
だった。
時が緊急を要していることが、
ビシュケ
クの中心にある広場で、政府の建物の
近くにポスターがかかげられていた。
そこには、
「キリギスタンには、汚いユ
ダヤ人のための場所はない。」
とあっ
た。４月８日のデモで、政府の建物の
前で、ひとつのデモグループのリーダ
ーはこう宣言した。
「私たちはロシア人
は尊重する。
しかし、すべてのユダヤ
人は殺されねばならない。」デモに参
加した人たちはまた、首都にある会堂
に入って、放火しようとさえした。

つの家族だ
った。－両親
と子供と孫た 銃弾の跡があるオ
フィスの窓
ちだった。
この
危機での恐るべき体験によって、彼ら
はエフィムとチームに連絡を取ったの
だ。彼らはその後、すぐに書類を整える
ことができ、パスポートも取得できた。
エベネゼルは、
この13人をビシュケク
空港へ移動させるため、2台のミニバ
スをかりた。
この旅は、アルマティへ行
くよりはかなり短距離ではあったが、
危険を伴う旅となった。
ビシュケク付近
では、多くの道路が封鎖されており、パ
トカーが空港までエスコートすること
が必要だった。
しかし、６月２１日に
定刻で飛行機は飛び立ち、彼らはその
日のうちにイスラエルに到着できた。
8人の家族にとって、長い間彼らを待
ち続けていた親戚との再会と時となっ
た。
しかし、
もしこの危機がなければ、
おそらく親戚達はもっと長い間待たな
ければならなかっただろう。

エベネゼルの事務所は、中心にある広
場にある。
しかし、暴動が悪化していっ
たので、事務所は閉鎖された。スタッ
フは家に帰るのは困難だったが、なん
とかその場を逃れた。その後、事務所
がある建物は、銃を持った男達が占拠
し、そのビルの屋上から群集に向かっ
て発砲し、
またビルも一部破壊された。
暴動の２，３日後にスタッフが事務所
オシュには約５０人のユダヤ人が住 に戻ると、銃弾によって窓は壊され、床
んでいる。そこは、民族紛争によって、 には砲弾のかけらが飛び散っている
死者やけが人などが出ている地区で 状態であった。主が、エベネゼルの事 キリギスタンの不安定な状況の只中
で、ユダヤ人達に帰還の決断を遅らせ
ある。キリギスタンのエベネゼルのリ 務所を守ってくださったのだ。
ないように警告しながら援助していく
ーダーのエフィムは、このいくつかの
エベネゼルが６月にアリアとなるため ために、エフィムとチームには多くの祈
家族と連絡を取ったが、残念なことに、
の助けをした13人のうち、8人はひと りが必要である。
彼らの心配は、そこを脱出して生き延
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イスラエルに対する突然の願い
見よ。わたしは彼らを北の国から連れ出し、地の果てから彼らを集める。
その中には
目の見えない者も足のなえた者も、妊婦も産婦も共にいる。彼らは大集団をなして、
こ
こに帰る。 エレミヤ書３１：８
エベネゼルのロストフベースのリー
ダーを務めるボロディアとルバは、
「
ついに、
アリアのための祈りが答えら
れた」
という手ごたえを感じた。それ
は、彼らがボルゴグラードを訪れた
時のことだった。
このロシア西部の町
（前スタリングラード）で多くのユダ
ヤ人達がイスラエルへの帰還を決心
したのだ。オリムとなる人々がたくさ
ん、できる限り早くアリアとなるべく、
書類を整えて帰還したいと願ってい
るのだ。

この町のユダヤ人協会のコーディネ
ーターの女性は、
このようなことは今
までに一度も起こったことがない、
と
述べていた。
「多くの人々が突然、イ
スラエル帰還を希望している」
という
ことが。

また、４月に
ロストフから 故郷へ帰るープラスコビア
エ ベ ネ ゼ ル ロストフ空港にて
の援助によっ
てアリアとな
った人々の中
には、年配の方や障害を持つ方々も
いた。テル・アビブ空港から飛び立っ
た中に、８１歳の盲目の女性、
プラス
コビアがいた。彼女は、飛行機に乗る
前に、チームの人たちにこう聞いてい
た。

ソチのエベネゼル代表のレナもま
た、20歳から25歳までのユダヤ人達
が急にいろいろなプログラムによっ
てイスラエルへ行くことに関心を持
っているそうだ。そのほとんどの若者
が学位を持っている。
「私はもうすぐ故郷へ帰れるの？」

大使が貴重な
働きと評価する
イギリスのイ
スラエル大使であるロン・プロソー
ルは、５月に開かれたイギリスでの
エベネゼル大会において、ＤＶＤで
エベネゼルの働きへの賞賛を送っ
た。その中で彼は次のように述べて
いる。

時に、私達が受けているチャレンジ
が適切に理解されていないと感じる
こともあります。
しかし、みなさんのお
働き、そしてアリアのためのサポート
を見るならば、皆さんがイスラエル
の目的と成功を理解してくださって
いることがわかります。イスラエル国
家は、ユダヤ人のための故郷として
「私はみなさんに心から挨拶を送り
存在しております。今日イスラエルに
ます。みなさんのイスラエル国家、そ
は、長い間世界中に散らされていた
してユダヤ人のための暖かいサポー
ユダヤ人達がヨーロッパやアメリカ、
トと愛は、今までと同様にとても重要
また中東、ロシア、エチオピア、イェメ
なものです。今日、イギリスにおいて、
ン、イラク、モロッコなどからも帰還し
イスラエルはいろいろな点で批判を
ております。エベネゼルの働きは、ユ
受けております。
この困難な時に、私
ダヤ人にさらに帰還の機会を与えて
達が、そして私個人がどれだけクリス
くれる貴重なお働きです。
チャンの友である皆さんに感謝して
いるかを知っていただきたいと思い 「1990年代には、イスラエルは、過
ます。
去最大の移民の波を受け入れまし

た。ソ連の圧迫のもとに長い間閉じ
込められていた旧ソ連からのユダヤ
人達が帰還したのです。エベネゼル
は約１３万人の人々の人生にふれ
てきました。
・・・もちろん、最初のアリ
アは、アブラハムとサラでした。彼ら
は、荷物を携えて、
メソポタミアから
イスラエルまで４０００年前にやっ
てきました。
しかし、彼らには、飛行機
の便を予約してくれるユダヤ人協会
の助けはなかったのです。現在、エベ
ネゼルがユダヤ人協会とともに協力
して働いておられることを喜んでおり
ます。皆さんの歴史と私達の歴史に、
これからも新しい章を書き続けてく
ださることを願っております。
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ベネズエラからのアリア
カラカスへの訪問に続き、エベネゼ
ルのラテンアメリカチームの地域代
表ネルソンのところに、ベネズエラ
からある要請が来た。
「3人家族がイスラエルに帰還する
のを助けていただけませんか？」

‘We are joyful that we
are going home”.

ネルソンは、すぐにメキシコにある
地域本部に連絡を取った。それは、
ベネズエラにあるユダヤ人たちの
ためのチームが祈ってきたことの答
えだった。その国で４月から教えを
したり、祈りの旅行をしたりする中
で、
ミニストリーのための献金を受
け取ったが、その献金は、今回その
家族がテル・アビブまでの飛行機で
帰還するための費用をちょうど満た

左から：タリア、
アリサ、ネルソン（エベネゼル代表）
、
ヨセフ

14年待ち望んだ

すものだった。
ネルソンは、
このよい
知らせを、
ヨセフとその妻アリサ、娘
のタリアに伝えた。
彼らが、６月末にカラカスからイス
ラエルへ帰還する前、
アリサはチー
ムの人々にこう言った。
「私達が帰還できることは本当に
うれしいです。
でも、あなた方のよう
な人たちの助けがなければ、
このこ
とは不可能だったでしょう。私達は
地域のユダヤ人たちに、
あなた方の
ような人たちがいることを伝えまし
た。
」
みなさんのサポートは、国々のユダ
ヤ人たちを助けるために必要です。

ユダヤ人協会のモシが、エンリケ・ポラス（エベ
ネゼルの地域の祈りのコーディネーター）
とネル
ソンと話し合う。

故 郷

ウラジミルとその妻は、５月３０日 以前軍人だったウラジミルが領事の ユダヤ人協会の会長を努めた。
に、テル・アビブ行きの飛行機に乗り もとを訪れた時、彼が持っていた唯
ブラディミルの母が１９９８年に亡
込んだ。それは、彼らが初めてピャテ 一の書類は出生証明書だけだった。
くなった時、
この家族はもう一度イス
ィゴルスクのイスラエル領事のとこ それは、彼がユダヤ人であることを
ろへ、アリアとなるための申請をして 証明するものではなかった。その後、
から１４年後のことであった。その 領事に渡された必要書類を長い間
年、1996年、
グロスニーに住んでい かかって探し始めたのだ。
しかし、そ
たが、チチェニャとの戦争が始まっ の後、彼の母親が重い病気になり、彼
た。
そこで、彼らは、二つのアパートや と妻は結局ネビンオミスクの彼らの
ガレージ、そして持ち物すべてを置 家に滞在することとなった。
そして、
ブ
いてそこから逃げたのだ。
ラディミルは、一年の間、その地域の
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サポートを励ます
教会からのサポートを建て上げることは、旧ソ連

すべては祈りから
1. 世界中からのアリア
エレミヤ 23:3

でのエベネゼルの働きにとっては非常に重要な

イスラエルへのユダヤ人帰還を主に感謝します。７月
末の１週間で１０００人の新しい移民が加えられたこ
とも感謝します。エベネゼルが彼らの帰還を助けること
ができたことも感謝します。

部分である。それゆえ、
クジロルダとカザフスタン
にある３つの教会が、アリアとイスラエルのため
に祈っているのを見ることができたことは、特別な
祝福であった。最近の訪問では、ザンナが、ある教
会でセミナーを開き、地域のクリスチャンがユダヤ
人の帰還を助ける必要があることを強調した。地

祈りの課題：
•

祖先の地に住み始める新しいオリムたちが、早く適切
な仕事を見つけることができるように、
またヘブライ語
を学び毎日の生活やいろいろな人間関係においてコ
ミュニケーションができるように、
また彼らの親戚達も
帰還できるように。

•

エベネゼルのエルサレムスタッフが彼らに必要な助け
と励ましを与えることができるように。

•

ベネズエラからの最初の帰還者が到着したが、今後ラ
テンアメリカからさらに彼らの働き（ラテンアメリカの
国々への訪問）の「実」がもたらされるように。

域のボランティアたちの助けにより、ザンナは、そ
の町に住む１２のユダヤ人家族を訪問した。
１つの教会は、祈りと犠牲的な財政的援助（４年
間）により、私達の働きをサポートしている。彼ら
は、エベネゼルー４とかいた特別なケーキをつく
って、訪問を迎えてくれた。

祈りの 課 題

2. 旧ソ連からの帰還
ゼカリア 2:6
現地での混乱の中でキリギスタンから多くのユダヤ人
たちが帰還することを決心したことを感謝します。イス
ラエル領事がビシュケクに来てオリムとなる人たちのた
めの面接をし、緊急の便に乗って帰還できるように。

カザフスタンの祈りのサポーター

祈りの課題：

ラエルへ帰還するための申請をした。
しかし、アリ
アとなるために必要な書類を整えるためには長い
時間がかかった。彼らは、
ウラジミルが以前軍人で
あったことが、アリアとなるのを妨げる要素になっ
ているのではないか、
と疑ったこともある。その後、
彼らは、エベネゼルの地域代表のもう一人のウラジ
ミルの助けと励ましを受けた。
ついに、今年の３月２４日、ウラジミルとその妻
は、ロストフーオンードンのイスラエル領事よりビ
ザを取得することができた。現在彼らは、ベールシ
ェバに住み、友人達と再会を遂げた。

•

キリギスタンにいるエフィムとそのチームがアリアとな
る人々を助けることができるように。

•

キリギスタンに今もいるユダヤ人たちがそこに残り続
けるのではなく、警告を受け入れて、
イスラエルへ帰還
できるように。

•

旧ソ連にいる年配のユダヤ人達が、アリアとなるのを
あきらめるのではなく、祖先の地イスラエルへ帰還す
るエベネゼルの助けを受けることができるように。

•

旧ソ連で忠実に奉仕しているエベネゼルのベースリー
ダーが、守られ励まされるように。

3. 次世代
イザヤ 57:14
いろいろな国々の若者が、
イスラエルプロジェクトツア
ーに参加し、新しく到着したオリムたちを歓迎する式に
参加することができたことを感謝します。
祈りの課題：
•

それぞれの参加者が、ユダヤ人が約束の地へ帰還す
るユダヤ人を助けることに関して、神のみこころを知
り、個人的に関わっていくことができるように。

イスラエルに帰還するユダヤ人を助けるクリスチャンの働き



私達の働きの実
エベネゼルモスクワリーダーのボリス
は、
イスラエルへのツアーをリードして
ヘブロンの通りを歩いていた。
その時、
イスラエルの若い兵士達に出会った。
彼らは親しげではあったが、
警戒していた。
そこは、ユダヤ
人の国家の開拓者達が葬ら
れているところであり、
また現
在ユダヤ人が敵意を受けて
いるところでもあるからだ。
兵士達にあいさつをして、ボ
リスは、その一人がロシア語を
話すのを聞いた。

会いは、目の前で自分達のユ
ダヤ人帰還を助ける働きの
実を見るものであり、同行し
た人々に深い感銘を与えた。彼らは、旧
ソ連のいろいろな教会を代表するクリ
スチャン達だったからだ。今年６月のこ
のツアーは、ボリスと妻のエ
リアが１０年前からみちびい
ているツアーであった。
この
旅により、参加者たちの目が
開かれ、
イスラエルとアリア
に対して心も開かれるものだ
ったであろう。

兵士とボリス

ビクトルは、１３年前に家族とともにイ
スラエルへ帰還していた。エベネゼル
の助けにより、
オデッサからハイファへ
の船にのってやってきたのだた。
この出

一行は、
ツアーで以前にもイス
ラエル兵士達に会っていた。
レバノンと
の国境付近にあるイスラエル北部のキ
ブツ マルキアにおいてであった。
そこ
にある庭からは、ヘズボラの砲床が見え
た。
そこにいた１５人ほどの若い兵士

達は、世界の国々からの帰還者であっ
た。彼らとなごやかに話した後、ボリス
と一行はイスラエル国境のために祈り、
また兵士達の安全のためにも祈った。
彼らはイスラエルを発つ前に、多くの祝
福を受けた参加者達は、
イスラエルの
地に植樹をした。彼らは、その後喜んで
それぞれの教会に戻り、
自分達が見たこ
と、聞いたことをあかしした。

ただ一つしなければならないこと
5年前、
ビクトルと妻アラは，
カザフスタンを出てイ
スラエルへ帰還することを考え始めた。
しかし、夫婦二人とも、中央アジア北部のペトロパ
ブロフスクにおいて税関役人としてのよい仕事を
持っていたので、
アリアとなる最終的な決断は先
延ばしにしてきた。
しかし昨年、二人とも解雇され
た。
そのことを通して、彼らは、
自分達がしなけれ
ばならないことはただ一つしかない、
と心を決め
た。
それは、
できるだけ早くアリアとなることであ
った。

この決断がついになされたので、彼らは、すぐに、
イスラエルにおいてできるだけ早く仕事に就ける
ように、ヘブライ語を学ぶことを決心していた。彼
らは、エベネゼルが、いろいろな面で助けてくれた
ことに感謝していた。
それには、
イスラエル領事館
を何度も訪問するための交通費なども含まれてい
た。今年４月に、彼らは、息子のダニエルとともに
イスラエルへ飛び立った。彼らは、ザンナやチーム
が鉄道駅まで彼らを迎えに行き、一泊の宿泊を提
供し、翌日空港まで彼らを車で送って行くなどして

Operation Exodus（出エジプト作戦）はエベネゼル緊急基金の機能を実際
的に果たす働きの名称です。具体的な働きとしては北の国（旧ソ連諸国）か
ら、
またすべての国々からユダヤ人がイスラエルの地に戻ることが出きるよう
に助けを与えます。彼らが約束の地に帰還することにおける神の計画と目的
を宣言するべく１９９１年に３人の人から始まりました。
現在では３００人程がチームとして働いています。国際的に活動している事
務所はイギリス本部をはじめ、
アメリカ、
スイス、
ドイツにあります。２５カ国に
各国代表者と各国支部を置き配置し、旧ソ連諸国には実際的な働きのため
に、数多くの活動の拠点を設置しています。

•
•
•
•
•
•

左から右：ザンナ、
ビクトル、
アラ、
ダニエル

彼らを助けたことに感謝していた。

エベネゼル緊急基金日本支部
〒062-8691 豊平郵便局私書箱37号
Tel&Fax: 011-813-3558（岡田）
Email：e@eefj.org
ホームページ： http://eefj.org/
献金の送付先：郵便振替（名称）エベネゼル緊急基金

この小冊子は支援者とこの働きをまだ
知らない方にへの情報提供を目的とし
て無償で配布しています。
この働きはネットワークで機能してお
り、
このビジョンに賛同された方々の口
コミを通じてもビジョンが他の人たちに
伝えられることを願っています。
そのために、
これらの小冊子は、必要な
だけ何十部でもお送りしておりますの
で、必要なときには左記まで御連絡くだ
さい。

(番号）02710-0-55842

