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新しい季節へ入った
アリア
見よ。やみが地をおおい、暗やみが諸国の
民をおおっている。しかし、あなたの上には
【主】が輝き、その栄光があなたの上に現
れる。イザヤ６０：２
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新しい季節へ
A NEW SEASON
起きよ。光を放て。あなたの光が来て、
【主】の栄光があなたの上に
輝いているからだ。
見よ。やみが地をおおい、暗やみが諸国の民をおおっている。しか
し、あなたの上には【主】が輝き、その栄光があなたの上に現れる。
国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされ
て歩む。イザヤ６０章１節−３節
イスラエルとユダヤ人に対する神の

私たちが今生きているのはどうい

れました。目を覚まして祈ることによ

心は、エベネゼル出エジプト作戦の

う時代かを知ることはとても大切な

って、彼らは神のみわざとその目的を

召しの土台となるものです。昨年の国

ことです。ダビデ王の時代には、イッ

理解することができるようになるの

際理事会の会議において、２０１２年

サカル族の人々は目を覚まして祈るこ

です。エベネゼルでも、私たちは目を

1月２０日が、ヴァンゼー会議の７０周

とを自分たちの特別な任務とし、まわ

覚まして祈る中で、主は重要な変化の

年記念日であるということに気づきま

りで何が起こっているのかを観察し、

時期を導いてくださいました。

した。この会議はベルリンのヴァンゼ

霊的な意味を見分けました。彼らは

ー宅で、
「ヨーロッパにおけるユダヤ人
問題の最終解決法」についてのヒット
ラーの計画を討議するために行われ
ました。私たちの理事とリーダーが祈
った時に、この記念日のタイミングが
重要な出来事であったと感じました。
聖霊がアリアのために集中的に働か
れることを知らせている変化の季節
が来ており、私たちはそのために準備
しなければならないことを示されて
いると感じました。
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エレミヤが言うとこ
ろの「主の会議に連
なって」
（エレミヤ23
：18）いました。イエ
ス様は神の国につい
ての教えと同様に、
常に弟子たちにたと
え話や直接的な戒め
によって「目を覚まし
て祈る」ように言わ

ユダヤ人の帰還を助けるクリスチャンの働き
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アフリカ

EEFI
新しい地域の確立

中央アジア
東ヨーロッパ
東南アジア
オセアニア

祈りととりなし

ʻ次世代へ外套を渡す責任とともに、教会間において強い連携を
確立させることが主要な重点である。

このことは私たちが将来のために

にサポートをすることになります。バ

準備していく中で、２０１２年も続くで

ディムはまた中央アジアの責任も負っ

しょう。現在は、優先事項として、旧ソ

ています。そこでは、私たちのリーダ

連にいる国家代表のチームをさらに

ーたちは、困難を極め非常に大変な

強め、彼らにさらに大きな責任を任せ

環境の中で奉仕しています。

ていく方向で計画を進めています。

ことばの理解なのです。
この働きにおいて私たちに与えられ
ている重要な召しのひとつは、神の終
わりの時代の目的においてイスラエル
とアリアについて神が教会に与えてお

諮問委員会がロシアと東ヨーロッパ

られる責任を理解していくための手

私たちのリーダーのチームとモスク

地区で確立され、国際エベネゼルの

助けをすることです。教会との強い関

ワとキエフにおいての会議では、変更

働きのために、牧会的な監督とサポー

係を築くことは私たちにとって重要な

が実行に移されました。２０１２年１月

トが与えられています。

課題です。また、この責任を次の世代

１日に、過去１５年間奉仕してこられ
た旧ソ連運営責任者のトロエル・トル
ールセンが２０１１年末に引退され、ト
ロエルとともに長年奉仕してこられた
ボリス・バシュコフがロシアの国代表
者として任命されました。彼は旧ソ連
での教会での働きと教育プログラム
の責任を負うことになります。ボリス
は２０１１年にモスクワチームに加わ
ったキリル・コンドラチェフのサポート
を受けます。キリルは地域教会で主任
牧師と祈りのリーダーをしています。

に伝えていくことも重要なことです。
聖霊の力によって祈りながら私たち
が準備しているアリアの大路は、現在

私たちが感じていることは、今アリ

ある地理的や国家的な境界線には影

アに関して新しい霊的戦いの次元に

響をもたらされることはありません。

入ろうとしているということです。働

祈りのネットワークの拡大は、これら

き手が国々において収穫の畑に入っ

の地域において優先されるべき重要

ていくように祈る必要があります。そ

な課題です。なぜなら、それを通して

して、主の召しを受けて整えられてい

世界中のとりなしの祈りのミニストリ

るものたちがアリアのためにとりなし

ーとつながっていくからです。神はエ

働くことができるように祈る必要があ

ベネゼルに、祈りのネットワークが国

ります。

々を通してすべてのレベルにおいてー
地域、国家、地域的―建て上げられ

さらなる準備の一歩として、新しい

るようにビジョンを与えられました。

東ヨーロッパ地区が新設されました。

このネットワークで多くのつながりが

この地域にはウクライナ、モルドバ、ジ

主によって旧ソ連と世界全体において

ョージア、アルメニア、ベラルース、ポ

生み出されていくでしょう。そのため

ーランド、チェコ共和国が入ります。バ

には、私たちに必要なのはただ骨組

ディム・ラボチーがこの地域の運営責

みだけではなく、神のみこころに従っ

任者として任命され、私たちのチーム

て前進していくための神の預言的な

ユダヤ人の帰還を助けるクリスチャンの働き

Alan Field
アラン・フィールド
CEO & 国際コーディネーター
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国際状況アップデート
U.S.A. 故郷に帰る
「あなたは、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、わたしが
示す地へ行きなさい。」創世記１２：１

by David & Gail Antrosio
ディビッド＆ゲール アントロシオ
USAエベネゼル出エジプト作戦
Aliyah Directorアリアディレクター

２０１１年には、４０００人以上ものユダヤ人が北アメリカからアリアと
スティーブンとスーザン家族

なりました。そして、エベネゼルUSAとしては、その内２００人ほどのユ
ダヤ人を助けることができました。しかし彼らはなぜアメリカを、また
家族や友人を離れてイスラエルで新しい生活を始めようとしているの
でしょうか。なぜなら、彼らはイスラエルがユダヤ人にとっての故

INTERNATIONAL

郷であると信じ、またその土地が彼らの先祖に与えられた土
地であると信じているからです。だからこそ、犠牲をともな
うと知っていても帰還することができるのです。
一人一人のユダヤ人はそれぞれにアリアとなるために葛
藤がありますが、主ご自身が今彼らに帰還したいとい
う願いを与えています。それで、多くのユダヤ人が神の
召しに答えています。私たちは彼らを助け支
えたいと願っています。
こちらは私たちが助けることができた何人か
の方たちです。

スティーブンとスーザン
「イスラエルは神によって私た
ちに与えられている土地です。タ
ルムードには、人は困難を通ら
なければイスラエルにたどり着
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くことはできない、と書いてあり

レベッカ

ます。私の教育的な資格はイス

「私はユダヤ人 家 庭に育ちまし

レオナルドとキャロル

ラエルでは認められません。ま

た。私は、イスラエルに住んでユダ

１９６７年以来、私たちはアリアとな

た、学校のローンを返済し、他の

ヤ人を助けることは非常に重要な

ることを夢見ていました。それで１９

仕事を見つけなければなりませ

ことだと思っています。特に近隣

７６年から準備を始めましたが、い

ん。私たちの持ち物を船でイス

諸国がイスラエル国家を認めず、

ろいろな困難な状況によって妨げ

ラエルへ送りたいと思いました

むしろその破壊を望んでいるから

られました。しかし、私たちの経済

が、それも費用の関係できませ

です。私は政治学を学んで卒業し

的な問題や個人的な困難な状況や

ん。しかしこのような困難があっ

たら軍隊に入隊する予定です。そ

年齢の問題にもかかわらず、私たち

ても、私たちが正しいことをする

していつかイスラエルで家族を持

は遂に私たちが属するイスラエル

妨げにはならないと決心したの

ちたいと願っています。

へと帰還する決意をしたのです。

です。
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東ヨーロッパと
中央アジアにおいての働き
このたび、タイミングよくエベネゼルの東ヨーロッパ地区が設立されました。
東ヨーロッパ地区には中央アジアも含まれます。私たちはチャレンジに満ち
た日々が目の前に迫っています。ですから、チームが一致してともに交わり祈
りをもって、ユダヤ人を助ける召しに従って、働きを進めていきたいと思ってい

ｂｙ

Vadim Rabochiy
バディム・ラボチー

東ヨーロッパ地域ディレクター

ます。
この働きによって助けを受けた家族

は、毎月の平均収入はUS２５０ドル

訪れた際、そこでのクリスチャンの教

のひとつに、ウズベク人の男性と結婚

以下で、食料やほかの必需品の物

会とユダヤ人社会の立場がますます

したユダヤ人女性の方がいました。彼

価は非常に高いのです。というわけ

困難なものとなっていることに気づ

らには５人の子供があり、エベネゼル

で、多くのユダヤ人は家族のために

きました。ですから、みなさんの祈り

が彼らに人道的援助をした後に、彼

日常の必要を満たすために非常に

と経済的なサポートは非常に重要で

らはアリアとなる決断をしました。タ

苦労しています。ですから、みなさん

す。

ジキスタン代表のザーナとバレンテ

のサポートが今までないほど重要

ィナは、彼らの国々でもハヌカの小

なのです。私たちは彼らに食料、衣

私たちの願いは、地域教会において

包のプレゼントを渡したいと提案し

料、そして必需品などを提供してい

イスラエルとエベネゼルの働きのた

ました。その時、私はそのための経費

ます。そして彼らをアリアとなるよう

めに祈りのグループを建て上げ、それ

はいったいどこから集めたらよいか

に、励ましていくのです。

らの教会が実際的にそれぞれの町や

心配しました。しかしこの二人の女性

近隣の地域においてユダヤ人の家族

は、地域教会において献金を集めて

へのミニストリーに関わっていくよう

はどうか、と提案しそれを実行したの

になることです。私たち愛する姉妹ザ

です。

CENTRAL ASIA

去年の１１月に中央アジアのベースを

苦しみゆえの激しい試練の中に

ーナは地域のクリスチャンにサポート
されている働きについてすばらしい

中央アジアにおいては、特にウズベキ

あっても、彼らの満ちあふれる喜

証を分かち合ってくださいました。

スタン、タジキスタン、キリギスタンで

びは、その極度の貧しさにもかか
わらず、あふれ出て、その惜しみな
く施す富となったのです。

私たちから受け取った人道的援助物資に感動し、こ
の大家族はアリアとなる決心をしました。

ユダヤ人の帰還を助けるクリスチャンの働き
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子供への贈り物が扉を開く
人道的援助プログラムは、旧ソ連において多くのユダヤ人たちを助けていま
す。今回、アルマティ市において初めて私たちのチームはハヌカの小包プレゼ

by Zhansolu ザンソル

ントを貧しい子供たちに届けました。

エベネゼル キリギスタン代表

KAZAKHSTAN

私は地域のクリスチャンたちに、プレ

ある地域教会の牧師はこの家族のサ

ゼントを入れた箱か献金を提供してく

ビタリーとナターシャの４人の子供た

ポートをする決心をしました。必要の

ださるようにお願いしました。食料だ

ちはハヌカのプレゼントを受け取って

あるユダヤ人の家族に実際的なサポ

けではなく、小さな子供のためにはお

いました。この家族（写真下）は、本

ートを喜んでする教会が与えられてい

かしやおもちゃやペン、大きな子供の

当に助けとサポートを必要としていま

ることゆえに、主をほめたたえます！

ためにはノートや文房具なども入れま

した。彼らは石炭ストーブのある家に

した。このプレゼントは彼らとその親

住んでいましたが、厳しい冬の間、石

旧ソ連において一年中行われている

たちをとても祝福しました。彼らは心

炭を買うお金がなくストーブをつける

人道的援助ミニストリーもまた、世界

から私たちのケアとサポートに感謝し

ことができなかったのです。それで子

中のサポーターからの継続的な祈り

ていました。このようなプロジェクト

供たちは近くの線路に出て行き、貨物

と経済的なサポートが必要です。

を通して、普通はかかわりを持つこと

列車から落ちる石炭の塊を拾ってき

のないユダヤ人の家族にふれることが

ていたのでした。

できるのです。

おおらかな人は肥え、人を潤す者は自
分も潤される。箴言11：25

おおらかな人は肥え、
人を潤す者は自分も潤
される。
（箴言11:25）

次世代がイスラエルへ！
私たちはユダヤ人協会の教育プログラムで、若い人たちがイスラエルへ行
くことをサポートしています。
私たちのカザフスタンチームがこの若い人たち１５人に出会うことがで
きたことはすばらしい体験でした。このプログラムに参加した多くの人た
ちはイスラエルに残る決心をしています。またその結果多くの家族がアリ
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アとなっています。

ユダヤ人の帰還を助けるクリスチャンの働き
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辺境の地で、
人々の心にふれる
神は私たちの最も辺境の地からさえも、ユダヤ人たちをイスラエルへ帰還させ

By Volodya & Luba

る神の預言のことばを成就されています。私たちは、いろいろな家族のところ

ベースリーダー

へ行き、アリアについて分かち合います。そして、彼らが私たちの語ることばを受

Rostov-on-Don

け入れアリアとなる決心をする時に、私たちはとても喜びに満たされます。
私たちは昨年Vyshakaという小さな
も関心を持っていました。そして私た

して、ある家族に出会いました。そこ

ちが出る時には、スベトラナが

には何の標識もないため、何キロか

こう言いました。
「私たち

道に迷いましたが、やっとたどり着く

は自分たちの将来をこの

ことができました。しかし苦労した甲

村にしか置いていませ

斐がありました。なぜなら、スベトラ

んでしたが、あなた

ナとその家族はとても私たちを歓迎

たちは違った 人

してくれ、イスラエル帰還とイスラエ

生への希望を私

ルでの生活について私たちが分かち

たちに与えてく

合うことをとてもよく聞いてくれまし

れました。」

スベトラナ（中央）夫のイゴールは後ろ。彼のとなり
にVolodyaとバレリーとアレブティナ（アストラカン
代表者たち）

RUSSIA

村に、砂利道を暑さの中長い間旅を

た。また彼らは、イスラエルでの子供
たちのための学習プログラムにとて

教師たちもアリアとなる
私たちは親戚同士の二つの家族がイスラエルへ帰還するのを助けるこ

By Zahnsolu ザンソル

とができました。アンバーは自分の祖先の地に、妻アジザと二人の小さ

エベネゼル

カザフスタン代表

な子供たちとともに帰還し生活することを楽しみにしていました。
カザフスタンの故郷からの旅は、ア

アンバーとカキラマンとその家族は

ンバーの家族と、アンバーのいとこの

エベネゼルが彼らを受け入れ、アリア

カキラマンの家族がともにイスラエ

となる手助けをしたことに本当に感

ルへ帰還することになり、本当に特別

謝していました。エベネゼルは彼らを

な旅となりました。

鉄道駅に迎えに行き、イスラエル大
使館への訪問の費用を支払い、テル

この４人の親たちはみな学校の教師

アビブ行きの飛行機に乗るために空

でした。彼らは、イスラエルで教師の

港に彼らを送ったことなどに対して

仕事を継続することを願っています。

感謝していました。

アンバーの大家族の何人かは2010年
にすでにイスラエルに帰還しており、

みなさんの経済的なサポートがある

彼らは家族の残りが帰還することを

からこそ、このような多くの家族がイ

強く願っていました。

スラエルへ帰還することを私たちは
助けることができるのです。

ユダヤ人の帰還を助けるクリスチャンの働き

二つの家族がイスラエルに向かう
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すべては祈りから
ロシアと東ヨーロッパ
における新しい体制

リーダーとチームメン
バーが新しい責任を負
っています。

祈りの課題

ヴァンゼー会議７０周年記念
•
•

ヴァンゼー会議７０周年記念
１９４２年１月２０日、１５人のナチス高官がユダヤ人の問題に

１）彼らに聖霊による満たしが与えられ、知恵、見分け

対する最終的な解決、すなわちヨーロッパ中のユダヤ人を殺

る力、一致、仕える心と明確で支えあうコミュニケーシ

害する計画を討議するために集まりました。その２ヶ月前にヒ

ョンが与えられるように。

ットラーとエルサレムにいるイスラム教指導者は二つの目標

２）働きの増加とともに、主がチームとともに奉仕する
ように準備し召してくださっている人々のために。
３）新しい体制で奉仕する人々の守りのために。
４）機会のあるうちに、この地域の多くのユダヤ人たちが
アリアとなることができるように。

•
•
•

によって同盟を組みました。
１． ヨーロッパとアラブ地域にいるユダヤ人の全滅
２． パレスチナにいるユダヤ人のための国家の確立を阻止
すること。
この新しい季節は、ヨーロッパにいるユダヤ人がイスラエルに
帰還し、また中東のイスラム諸国にいるユダヤ人の残りの民
が帰還することができるようにすることが緊急の必要である

PRAYER

PRAYER

教会

と、私たちは感じております。
新しい扉が開かれて、新しい人たちが祈りや
経済的や実際的な助けによってアリアの働き

国内および国際的祈りのネットワーク
イザヤ62章6−7節

を助けています。これはとても励まされるしるしです。
祈りの課題
１）主が世界中にいるキリストの体に、聖書の預言の成就
として、イスラエルへのユダヤ人の帰還の必要について、啓
示と知識の霊が注がれるように。エペソ1：16−18

•
•
•

祈りの課題：
主が彼らの心を奮い立たせ、連れ出し、道を用意し、彼
らを守ってくださるように。

詩篇105：37−43

私たちは、聖霊の力によってアリアのための大路を用意す
るために、ともに祈ってくださる一人一人のとりなし手を主

２）そこでサムエルは一つの石を取り、それをミツパとシェ
ンの間に置き、それにエベン・エゼルという名をつけ、
「ここ
まで主が私たちを助けてくださった。」と言った。
第１サムエル7：12

•
•

に感謝します。
主がアリアのために特に祈るように導いてくださる新しい
とりなし手を起こしてくださるように。
世界中の祈りのグループが守られ成長するように。

Operation Exodus （出エジプト作戦）はエベネゼル緊急基金の実際的な働
きの名称です。すべての国々からユダヤ人がイスラエルの地に戻るように助
けています。彼らが約束の地に帰還するという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。
イギリス本部、
アメリカ、
スイス、
ドイツを中心に国際的活動を展開し、
さらにイ
スラエルを含めた２５カ国に各国代表者と各国支部を配置しています。
そし
て、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。
日本支部もその働きの一部です。
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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へ情報提供をする
為とこの働きをまだ知らない方に知っ
ていただくこと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いま
すので、
このビジョンに賛同された方々
の口コミを通じて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

