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エベネゼル国際緊急基金の働き

なぜ教会は
アリアを支えるべきなのか？

わたしは彼らを幸福にして、彼らをわたしの喜びとし、真実をも
って、心を尽くし思いを尽くして、彼らをこの国に植えよう。」

エレミヤ３２章４１節

ユダヤ人のイスラエル帰還を助けるクリスチャンの働き
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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。

「アリアとは、主にとって聖なるもので
ある。」と、
１９９３年の１月に行われた
国際祈りの大会で、キエル・シオベルグ
は語りました。当時エベネゼル緊急基金
はまだ発足して２年ほどしか経っていま
せんでした。

って聖なるものなのです。

このことを認識するならば、私たちは決し
て自分自身の考えや計画を、アリアに仕え
ることと混同させることはないでしょう。ま
た決して自分の奉仕を、自分の個人的な舞
台にはしないでしょう。また、自分自身を高
く上げたり自分自身の利益を求めたりはし
出エジプト記の３０、３１章にあるよう
に、主にとって聖なるものというのは、特 ないでしょう。また、自分の性格や文化的
な背景や考え方によって自分の進むべき方
別な意味を持っています。
向を定めはしないはずです。また、自分の
やり方を押し通したりもしません。私たち
聖なるものということは、聖別されると
はお互いに従いあい、ほかの
いうことです。アリ
奉仕者からの賢明で謙遜で祈
アというのはありき
彼らが最も聖なるも
りを土台にしたインプットに耳
たりの出来事ではな
のに近づくときに
を傾けます。
く、天の父によって
も、死なずに生き
すべての奉仕とリーダーシッ
聖別された、特別な
プのレベルにおいて、私たち
尊い目的と計画があ
ているようにせよ。
は自分の人生に与えられたヤ
り、神ご自身がイス
民数記4:19
ウェの召しと、主からの訓練、
ラエルをご自身のひ
私たちの神は焼き尽
そして主の聖別された道に従
とり子の再臨のため
くす火です。
います。
に整えておられるこ
となのです。
ヘブル12:29
私たちは父の声を聞くために
耳を傾け、主の働きを見つめ
この世代において、
ます。そしてすべての面で私た
私たちになんと素
ち自身が神の目的に正しく沿って歩むこと
晴らしい召しが与えられているのでしょ
ができるように努めます。
う。いにしえから目的が定められていた
聖なる働きに参加することができるので
私たちはこの働きに加わることができるこ
す。預言者たちはこの働きをヤウェご自
とを心から喜びつつ、いつもアリアの働き
身が成就されることと見ています。彼ら
が主にとって聖なるものであることを認識
を集め、帰還させてその地に植えるのは
し続けたいと思います。
主ご自身だということです。そして時が
来れば、主ご自身がこのことをさらに強
く世界の国々に対して語られるようにな
るでしょう。
ピート・スタッケン
エベネゼル緊急基金副議長
私たちはこの働きに参加することをゆる
されています。しかし、この働きは私た
＊ ヘブライ語でアリアというのは、上るという意味です。
ちが所有するものではないのです。私た
聖書においては、このことばはユダヤ人が祭りの時に神
ちのプロジェクトではなく、私たちの働き を礼拝するためにエルサレムに上ることを意味していま
でもなく、それは主のものであり、主にと した。今は、このことばは、ユダヤ人が国々からイスラエ
ルへ帰還することを表しています。
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なぜ教会は
アリアを支援するべきなのか？
「見ようとしない人ほど盲目な人はいない」ということわざがあります。これ
は、世界中の教会にある置換神学にあてはまるものです。

新しい契約における「イスラエル」は、
イスラエルの民やイスラエルの地を表
しているのではなく、教会をさしてい
るのだ、と信じるならば、教会は、共感
も同情も労力も時間もお金もかける
必要がありません。しかし、このことは
まちがっています。２０世紀の偉大な
クリスチャンの教師であるデリック・プ
リンスは、聖書においては、
「イスラエ
ル」はイスラエルであり、教会は教会の
ことを指している、と言いました。
しかしながら、すべての人がデリック・
プリンスのように信じていないので、
シオンのためにささげられるべき共感
や道場、労力、時間やお金が、その他
の様々な方向に注がれています。ユダ
ヤ人のために神が持っておられる目的
を果たすために、世界中の教会のリソ
ースが必要だというわけではありませ
ん。しかしもし教会全体が、シオンを
助けるために神によって与えられてい
る自分の任務を遂行することができ
たなら、そしてそれぞれの教会が少な
くとも少しずつささげることができた
ら、現在ささげられている献金全てを
かなり上回ることでしょう。
私は、今後次のようなことが起こるべ
きであり、そのために祈る必要がある
と信じています。

ニゲル・ウッドレー
ニュージーランドエベネゼル
議長

れた福音が、聖書が与えているものの
半分に過ぎないことを知る必要があり
ます。よき知らせ（福音）がはじめにユ
ダヤ人に与えられ、それから異邦人（ロ
ーマ署：１６）に与えられたという啓示
によってインパクトを受けるべきなので
す。

われるようになります。そしてこのこと
は、彼らの羊飼いのもとへ集められた
国民が霊的に目覚め、リバイバルを体
験するための必要条件に過ぎないの
です。
（エゼキエル３７：１−１４、３９：
２５−２９、ゼカリア１２：１０、ローマ１
１：１５＆２６）

２．
世界中の教会が広くこの福
音の光を見始めたならば、ユダヤ人に
対する支援が未だかつてなかった形
で増加していくのを見るでしょう。

教会がこのことを見る必要がありま
す。現在ユダヤ人たちがその聖書的な
地へと集められていることが、彼らの
国家のリバイバルの前に起こることな
のだということを知る必要があるので
す。クリスチャンの中には次のように
主張する人もいるでしょう。
「しかし、
帰還したからといって彼らはイエスに

パウロが書いたこの福音ははじめに預
言書において語られました。異邦人に
対する地の果てへの救い（イザヤ４９
：６ｂ）と、イスラエル国家へのもっと
普遍的な救い。神がイスラエルをご自
身のもとへと集めることによって始ま
る救い（イザヤ４９：５−６ｂ）。そして
ユダヤ人がこのように神によって与え
られた地へ集められることが、
歴史でも見なかった規模で行

次のページに続く

１．
もっと多くの
教会のリーダーや牧
師、教師たちが、置
換神学とパレスチナ
の自由神学の隙間か
ら、真の福音の光が
輝くのを見るように
なること。彼らは、自
分たちがかつて受け入
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前ページからの続き

信仰を持つわけではないでしょう。」
しかし、聖書をもっと理解している人
はこういうでしょう。
「彼らは自分の聖
なる地へと集められて、そこで主から
の最も大きな招きを受けることでしょ
う。」
聖書には、ユダヤ人が帰還することは
主の願いであると明確に書いてあり
ます。
エレミヤ３２：４１で、エレミヤは次のよ
うに情熱的に宣言しています。
「わた
しは彼らを幸福にして、彼らをわたし
の喜びとし、真実をもって、心を尽くし
思いを尽くして、彼らをこの国に植え
よう。」ですから、私たちは神ご自身
の願いとともに協力し、アリアに関わ
っているのです。この聖句はまた天の
父がご自身の民に対して持っておられ
る驚くべき栄光にみちた愛を啓示して
います。

主は、彼らの地においてご自身を現され
ます。
（エゼキエル２０：４０）
彼らが拒絶された場所が、彼らが受け入
れられる場所となります。私たちがこれ
を見る時に、クリスチャンが世界的なユ
ダヤ人帰還を支援する重要性を理解す
ることができるでしょう。
私たちが彼らの帰還を支援することは、
実際には、神の日の来るのを待ち望み、
その日の来るのを早めているのです。
（II
ペテロ３：１２）
今日ユダヤ人がアリアとなるのを助ける
人々は、次のようなみことばの成就のた
めに行っているのです。
「まことに、主
はヤコブをあわれみ、再びイスラエルを
選び、彼らを自分たちの土地にいこわせ
る。在留異国人も彼らに連なり、
ヤコブの
家に加わる。国々の民は彼らを迎え、彼
らの所に導き入れる。イスラエルの家は

主の土地でこの異国人を奴隷、女奴隷と
して所有し、自分たちをとりこにした者を
とりこにし、自分たちをしいたげた者を
支配するようになる。」
（イザヤ１４：１，
２）
「神である主はこう仰せられる。
「見
よ。わたしは国々に向かって手を上げ、わ
たしの旗を国々の民に向かって揚げる。
彼らは、あなたの息子たちをふところに
抱いて来、あなたの娘たちは肩に負われ
て来る。」
（イザヤ４９：２２）
「彼らは確
かに喜んでそれをしたのですが、同時に
また、その人々に対してはその義務があ
るのです。異邦人は霊的なことでは、その
人々からもらいものをしたのですから、
物質的な物をもって彼らに奉仕すべきで
す。」
（ローマ書１５：２７）
神が私たちに福音のすべての光を見させ
てくださいますように！

生存者を慰める
私たちは、人道的援助プロジェクトを通して、引き続きホロコーストの生存者
の方々に愛を分かち合っています。モルドバにおられる人々に、愛と慰めのこと
ばをかけるとともに薬を配布しました。彼らはみなエベネゼルに、彼らが受け
取ったケアや支援に心から感謝していました。私たちはこのすばらしいプロジ
ェクトを主に感謝します。

イギリス人のボランティアのナオミはこ
の働きについてこう語っています。
「私
は、モルドバでの経験を通して人生が
変えられました。ユダヤ人の第二次世
界大戦の元軍人やホロコーストの生存
者の方々に薬を配布したり彼らを訪問
することができたことは特権でした。
そして彼らはみな私たちを暖かく歓迎
して受け入れてくれました。
「喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣
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写真 ナオミ（左）と戦時中に避難
してきたユリアナ

By Pavel
モルドバベースリーダー

きなさい。」
（ローマ書１２：１５）は特に私
たちが今回感じたことでした。あるところで
は悲しみにくれた人々に出会い、また別の
ところへ行くと彼らが聞いたよい知らせに
大喜びするというようなことが起こったから
です。
この３週間は本当に祝福されたものでした。
もちろん、文化や生活様式に適応すること
は時には難しかったですが。彼らは確かに持
っているものは乏しいかもしれませんが、な
んと自由に豊かに与えることのできる人たち
でしょう！」
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１４人家族がアリアとなる！

ガ

リーナは、ユダヤ人協会から家族がイスラエルに帰還するための
援助を受けることができるという知らせを受けた日、彼女が家族
全員にアリアとなることを励まし始めました。

この家族は１４人家族でした。息子の
ウラジミル、娘のナタリア、イリナ、そし
てその家族です。ユダヤ人協会から私
たちに援助の要請が来ました。ガリー
ナはこう言っていました。
「私たちは自分たちがユダヤ人であるこ
との証明をするために来ました。そして

奇跡が起こりました。私たちの書類は
即座に受理され、アリアとなる許可が
下りたのです。私たちの書類が準備さ
れるまで、行かなければならないとこ
ろがたくさんありました。しかしエベネ
ゼル緊急基金の助けによってこのすべ
てが成功しました。エベネゼルはいろ
いろな援助をしてくれました。私たちの

By Zhansolu
エベネゼル カザフスタン
リーダー
交通費を払ってくださったり、鉄道の駅ま
で迎えに来てくれたり、またアルマティに
着いたときに一泊する宿泊場所を用意し
てくれたりしました。おかげで私たちはそ
こでゆっくり休養することができました。
私たちはこの働きを通して神の愛と支え
を受け、また感じることができました。

目的地はイスラエル！

カザフスタン・ウクライナ

みなさんの支援によっ
て、私たちはこの大家
族や他の多くの人々が
彼らの祖先の地へ帰還
するのを助けることが
できるのです。

ガリーナの大家族の一部

ホロコーストの
生存者に食料を
私たちはウクライナ中を回り、６５０人以上いるホロコーストの生存者たちに食
料品の小包を届けることができました。地元のクリスチャンの兄弟姉妹が助け
てくださって、想像を超える苦しみを体験してきた人々を祝福することができ
たことを感謝しています。

毎年行っているこのプロジェクトに、今
回ドイツからボランティアとしてハンス
が加わりました。彼はウクライナや旧ソ
連の他の地域へのナチスの侵略中に、
自分たちの先祖が彼らにしたことに対
して謝罪して回りました。ゲットーや収

バディム・ラボチイ
東ヨーロッパ地区

代表

ハンスの手から歓迎の小包を
受け取る夫婦

容所の生存者たちを慰めること
は私たちにとって特権でした。
（
イザヤ４０：１）
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教会のための祈りの焦点
エベネゼル緊急基金国際理事会の３月の会議において、エベネゼル出エジプ
ト作戦の全ミニストリーが参加して祈りの焦点を定めるということが合意さ
れました。今回、私たちの祈りを自分の国における教会に焦点を置くという
呼びかけがされました。今日、教会がイスラエルに対してかたくなな態度を
持つようになり、また聖書的な理解が乏しくなってきている状況が伺えるか
らです。

ジョアン・トーマス
国際祈りのコーディネーター

PRAYER

RUSSIA
祈り

聖書ではこう教えています。
「私たちの
格闘は血肉に対するものではなく、主
権、力、この暗やみの世界の支配者た
ち、また、天にいるもろもろの悪霊に
対するものです。」
（エペソ６：１２）
あやまった神学などの人を欺く教えを
通して教会内にイスラエルに対する霊
的な抵抗があるということがわかり
ます。
最近出版された著書「十字架が剣にな
った時―置換神学の起こりと結果」
（
著者メリル・ボレンダー）を推薦いたし
ます。次のことばはこの本の冒頭部の
ことばで、私たちの心の叫びを表して
いると思います。
「私たちはユダヤ人に愛を表し、教会
が反ユダヤであったことを悔い改める
ように呼びかけ、また教会がユダヤ人と
イスラエルに対して持っておられる神
の永遠の目的を理解するのを助けた
いと願っています。」
この重要な祈りの課題は、地域に根付
いた祈りであり、すべての人が参加す
る祈りであるべきです。
私たちは祈りのパートナーたちに、聖
霊に導かれて自分が礼拝をしている教
会の牧師や教会の会衆のために目を
覚まして祈るように励ましています。
主ご自身に、メシアのからだのために
主が持っておられる重荷を与えていた
だいて、それぞれの町や地域において
目覚め、主のイスラエルとアリアに対
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アリアの大路への祈り

する心を啓示していただいて祈り求め
ることが重要です。
私たちはこの祈りの課題を通して１年
ほど継続して祈っていくことを願って
います。私たちがこの特別な季節の始
まりに立っている今、ぜひみなさんも
ご自分の国の教会のために祈り、支援
し、そしてこの終わりの時代に、聖書
の預言の働きを通して、イスラエルとユ
ダヤ人の帰還に対する神の啓示に目覚
めるようにお招きします。
この祈りに参加している祈りのパート
ナーたちとグループのためにお祈りく
ださい。

・
神のみことばが、ご自身が語
られたことに対して必ず成就するとい
うことを信頼しつつ、抵抗の中でもし
っかりと立つ態度を保つことができる
ように。
宣言：雨や雪が天から降ってもとに
戻らず、必ず地を潤し、それに物を生
えさせ、芽を出させ、種蒔く者には種
を与え、食べる者にはパンを与える。
そのように、わたしの口から出るわた
しのことばも、むなしく、わたしのと
ころに帰っては来ない。必ず、わたし
の望む事を成し遂げ、わたしの言い送
った事を成功させる。
（イザヤ５５：１
０−１１）

祈りの課題：
・
自分の地域教会の牧師や会
衆が、神がイスラエルとアリアに持って
おられる心の啓示を受け入れることが
できるように、効果的に祈ることがで
きるように聖霊の導きが与えられるよ
うに。
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イスラエル唯一の希望
セニアは、キリギスタンにあるエベネゼル事務所を何度も訪れて、彼女がアリア
の準備をしていることを嬉しそうに話してくれました。大学の学位を取得し、ホ
テル管理業務の仕事をしてきた彼女は、将来に明るい希望を抱いていました。

その後悲劇が起こりました。病院での
検査結果によると、彼女は再生不良性
貧血という深刻な病気であると診断
されました。唯一の実現可能な治療
は、骨髄移植だということです。

キリギスタンリーダー

どうか、セニアが健康を回復してイス
ラエルでの生活をしていくことができ
るように、また彼女の家族も早くアリ
アとなることができるようにお祈りく
ださい。

キルギルスタン・ロシア

このことにより、彼女の書類は緊急に
イスラエル大使館に送られました。私
たちはイスラエルにこの種の病気を取

り扱っている病院がいくつもあるのを
知り、セニアがテル・アビブにある病院
で最新の医療技術でよい治療を受け
られるように手配しました。
また、飛行機にも医者が一緒に同伴
して行くように準備しようとしました
が、結局彼女の父親が一緒に行くこと
を決めました。

エベネゼル

１０年越しの願いが実現する！
オレグ、妻のファティマ、そして４人の子供たち、ソフィア、ディビッド、ルボフ、
ポリーナは、モスクワのドモデドフォ空港でチェックインをして、テル・アビブ
行きの飛行機に乗ろうとしていました。彼らはみな興奮に満ちていました。１０
年越しのアリアの夢がかなう時が来たからです。

彼らがイスラエルに帰還することを願
っていたのは、ロシアの別のところか
らモスクワに引越してから彼らが苦労
したからではなく、
「神の召しだから」
であると、ファティマは強く言っていま
した。はじめに彼らがモスクワ
に引っ越したときにはすべて
がうまく行ってい
ました。

しかし、状況が急変し彼らの事業が
失敗し、その後は数年の間に何度もア
パートを引越ししなければならなくな
りました。その後、彼らはエベネゼル
についての情報を受け
取りました。
ある日オレグは私
たちの事務所を
訪れ、支援を

By Elya
モスクワ

ベースリーダー

求めました。私たちは人道的援助や
励ましを与え、また彼らがパスポート
を取得するための財政的援助をしま
した。オレグが家族一人一人にこの
貴重な書類を渡すことができたこと
は何という喜びだったでしょう！

オレグが家族一人一人にパスポートを渡しているところ
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エベネゼル・出エジプト作戦

電話をかけられるところからの助け
エルサレムからシャローム！
アリアとなるということは、人生において大きな一歩です！イ
スラエルに到着する人々にはいろいろなチャレンジがありま
す。現地の事務所で私たちはオリムにとって助けとなる支援、
励まし、援助をしています。ナオミは、この２年の間に助けた
人たちの一人です。

シャーリー・ローレンソン
オリムリエゾン

FSU
GLOBAL
ENGAGE
PRAYER
ISRAEL

イスラエル

彼女がうまく生活に適応し、イスラエルになじんでいるのを見ることはとても
嬉しいことです。ここでナオミがイスラエルの適応について、また私たちの支援
が助けとなり励まされたことについて書いています。

「アリアとなった後に、私はたくさ
んの事務所で手続きをしたり、面
会の約束のための電話をかけたり
しなければなりませんでした。大変
なのはことばや文化の違い、仕事や
住む場所を見つけるためにどのよう
にすればよいのかわからないこと
でした。本当にこれは戦いであり、
しばしば孤独を感じます。私たちが
電話するとほとんどの事務所が留
守番電話です。ですから、ことばが
わからなければ、何もできないので
す。たくさんの忍耐が必要です。そ
して何時間もやってみたあげく、前
よりももっと混乱しているというこ
ともあるのです。ですから、少なく
とも何人かの友人がいるとよいで
しょう。」

「エベネゼルは、留守番電話のな
い事務所です。英語やヘブライ語
やロシア語も話してくれます。なん
という特権でしょう！いつでも歓
迎してくれます。何かの質問があれ
ば、ただ行ってみてください。また
は電話してみてください。彼らはい
つもあなたを助けてくれます。これ
は本当に祝福です！」
「シャーリーは移住してきたばか
りの私たちの葛藤をよく理解して
くれます。彼女は自分の経験を生
かしてサポートしてくれます。そし
てそこでは、必要なアドバイスやど
んな助けでも与えてくれます。そし
て友達が必要なら友達を見つける
ことができる場所です。」

私たちがオリムを支援することができ、また彼らがこの地に植えられるのを直
接見ることができることを主に感謝し、主をほめたたえます！ 神に栄光あ
れ！

国際祈りの大会・２０１３年エルサレム
「ひっくりかえされた世界」
２０１３年１月２１日―２８日

ナオミは、私たちの支援を通して、現在
イスラエルに適応し、幸せに生活してい

ああ。悪を善、善を悪と言っている者たち。彼らはやみを
光、光をやみとし、苦みを甘み、甘みを苦みとしている。
ああ。おのれを知恵ある者とみなし、おのれを、悟りがあ
る者と見せかける者たち。 イザヤ５：２０−２１

ユダヤ人のイスラエル帰還を助けるクリスチャンの働き

