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あなたは立ち上がり、シオンをあわれんでくだ
さいます。今やいつくしみの時です。定めの時
が来たからです。 詩篇１０２：１３
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ユダヤ人のイスラエルへの帰還を助けるクリスチャンのミニストリー
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時を悟る
わたしは、イスラエルの回復に関するイザヤ書６６：８を読んでいました。
「だれが、このような事を聞き、だれが、これらの事を見たか。」
その時、私は２０年以上前にエベネゼルチームの最初のベースチームとともに
キエフの小さな事務所にいた時のことを思い出しました。そこには空のファイ
ルがあり、コンピューターをこれから接続するところでした。私は興味を持って
それを見ていたのです。
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その２年後に、ある朝５時半に、私は
イスラエルに帰還するユダヤ人のグ
ループを見送るために、オデッサの
鉄道駅のプラットホームに立ってい
たのです。
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(番号）02710-0-55842

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帰還
す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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私は７歳のころに、ユダヤ人 達が列
車に乗せられて強制収容所に連れて
行かれるのを映画で見ました。その
時私は飛び上がって、
「やめて！」と叫
びたかったのを覚えています。しかし
今は、多くのユダヤ人達を乗せた列
車が、神と出会う定めのために彼ら
を故郷の地へ帰還させるという、全
く反対の方向へ向かう列車を見たの
です。たとえ彼らが信じずに帰還し
たとしても、神が彼らの罪を洗い、彼
らの石の心を取り除き、神の霊が彼
らの内に住むようにしてくださると、
神は約束されたのです。
（エゼキエル
36:24-27）
エベネゼルの働きを通して１３万７０
００人のオリム（帰還したユダヤ人）
が故郷の地へと帰還することができ
るようになったと、一体誰が想像で
きたでしょうか。昨年一年だけでも、

３０００人以上のオリムの帰還を助
けることができたのです。
神の召しに答えて、何百人ものボラ
ンティアが５大陸を旅して、
「これら
の最も小さな者、兄弟たち」
（マタイ
25:40）に、へりくだって仕えることに
より神の愛を示すようになると、誰
が一 体予想したでしょうか。このこ
とは、過去のいわゆるキリスト教と
呼ばれるものたちがしたことに対す
る悔い改めをあらわし、また神の尊
い民の心に信頼が回復していること
をあらわしています。
「漁師」の働きは、旧ソ連中で今も
進んでいます。しかし現在では、ビザ
の制限などがなく自由に旅ができる
地元のボランティアが増えています。
人道的支援によって悲惨な貧困に閉
じ込められた多くの人々に援助を与
えています。
また、最 近では、イスラエルに関す
る真理を、教会に分かち合うことに
強調点が置かれるようになっていま
す。ロシアのディレクターのボリス・
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バスコフは、ユダヤ人とクリスチャン
の間の和解のためにたゆみない努
力を続け、いろいろな教会において
教えのセミナーを行っています。私た
ちのベースリーダーもこのことに取
り組んでおり、多くの実を見ていま
す。以前「置換神学」によって目をふ
さがれてきたクリスチャンのリーダー
たちが変えられて、それを自分の教
会に教え、神の真理の光が彼らの心
と思いを新しくするのを見るのは本
当に素晴らしいことです。
しかしながら、ロシアの水平線には
暗雲がたちこめ始めています。とい
うのも、外国からの支援を受けて政
治的活動にかかわる活動をしている
団体に、今後「外国代 理 人 」として
登録しなくてはならないという新し
い法律が通ったからです。過去にお
いては、この用語はスパイ活動にか
かわる人々を描写することばとして
使われていました。このことは、潜在
的にはエベネゼルのような団体の働
きには、重大で否定的な結果をもた
らす可能性があります。ですから、私
達は今まで以上に、みことばにある
神の約束とご計画に目を留めていく
必要があるでしょう。イッサカル族の
人々のように、
「時を悟り、イスラエ
ルが何をなすべきかを知っている」
（
Ｉ歴代誌１２：３２）者とならなくては
なりません。

私達は神が主権を持っておられるこ
と、そしてこの終わりの時代にあら
ゆる状況を用いて御自身の力と栄光
をあらわすことができることを知っ
ています。神は終わりの時代の出来

ん。なぜなら、
「もし、あなたがこの
ような時に沈黙を守るなら、別の所
から、助けと救いがユダヤ人のため
に起ころう。」
（エステル4:14）

我々は時を悟り、イスラエルが何をなす
べきかを知っていたイッサカル族のよう
でなければならない。
（1 歴代誌 12:32）
事の準備のために、国々を再調整し
ています。
「アラブの春」とよばれる
活動、そして旧ソ連の変化も、この最
後の対立に対する強化の一部です。
私達はどのように反応するべきでし
ょうか。イエス様は言われました。
「
惑わされないように気をつけなさ
い。・・・ 戦争や暴動のことを聞いて
も、こわがってはいけません。・・・」
（ルカ21:8,9）イエス様はまたこのよ
うな時にこそ上を見上げるべきだと
言われました。なぜなら、私達のあ
がないが近いからです。私達は超自
然的に動いて行くためには、垂直の
視点が必要となります。私達はこの
ような時のために御国に召されてい
るのです。しかし、私 達はエステル
のように行動的でなくてはなりませ

私 達は私 達を遣わした方のわざを
昼の間にしなければなりません。な
ぜなら、
「夜が来る。すると、だれも
働けなくなる。」
（ヨハネ９：６）から
です。そして彼らは、
「喜びをもって
出て行き、安らかに導かれて行く。」
（イザヤ５５：１２）のです。そして神
は、
「立ち上がり、シオンをあわれん
でくださいます。今やいつくしみの
時です。定めの時が来たからです。」
（詩篇１０２：１３）
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Mac Kingsbury
Chairman
Russhian Advisory Board
マック・キングズベリー
ロシア顧問委員会 議長
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ビタミンプロジェクトが扉を開く

RUSSIA

エベネゼルの人道的援助の働きは、旧ソ連にいる多くのユダヤ人に向けて一
年中行われています。私達のビタミンプロジェクトは非常に重要なものです。
多くの人々は厳しい生活を強いられており、多くの親たちは自分の子供たち
にどのようにしたらバランスのとれた栄養のある食事をさせられるか苦労し
ています。特に長く厳しい冬の間にはそれが課題となります。ビタミンを供給
するということは、このような家族に対してクリスチャンの愛と心遣いを示す
一つの方法です。
私達は、２歳から１４歳までの子供た
ちを持つ経済的に余裕のない家族の
ために、ビタミンを購入しました。こ
のプロジェクトによってチームに扉が
開かれて、アリアとなることについて、
またどのようにイスラエルに帰還でき
るかということについて分かち合うこ
とができるようになりました。私達は
この大きなステップを踏むことの緊急
性について強調しました。
私達が助けた人々の中にはレナの３

人の子供たちがいます。レナは、家族
でただ一人仕事をしていました。です
から、基本的な必要を満たすことさえ
も大変なことでした。彼女は、私達が
ビタミンを買って届けた時にこう言い
ました。
「みなさんの愛と心遣いに本
当に感謝します。」

Anya
Pyatigorsk base leader
アニャ
ピャティゴルスク

から、ビタミンを買ってやることができ
なかったそうです。アレクサンダーはイ
スラエルに関心を持ちました。彼とビ
チェスラフがまもなくアリアとなること
を私達は願っています。

また、私達がこの支援を申し出た時
にある祖母の方は泣きました。なぜ
なら、彼女は元気な５人の孫達のため
に、毎日りんごやなしを１個買うのが
やっとだったからです。そして、彼女も
また私達の心遣いにとても感謝し、
また困窮しているユダヤ人の帰還を助
けようとしていることにも感謝してい
ました。
以前私達は、冬靴プロジェクトを通し
てある家族に会ったことがありまし
た。今回、その家族の父親のアレクサ
ンダーが１３歳の息子のビチェスラフ
を一人で育てていることを知りまし
た。それだけではなく、彼は自分の祖
母の世話もしようとしていたのです。
彼は、息子のビチェスラフが６歳の時
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私は朝毎に歌を歌い始めました！
アンジェラは、私達が、神はご自身の民を祖先の地に帰還するように召して
おられる、そして彼女も帰還する時ですよ、と話しても耳を傾けようとはしま
せんでした。でも、彼女が二人の小さな子供たちを寝かせた後に、涙が彼女
の頬を伝い始めました。

私達は、神がちょうどよい時に私達
をアンジェラの元に導いてくださった
と知りました。そこから帰る前に、私
たちは彼女に、神が彼女を愛してお
られること、そして神は彼女と子供た
ちのためによい将来を用意しておら
れるということを伝えました。
その後まもなくアンジェラか
ら電話が来ました。
「もう

一度さっきの話を聞かせてくれませ
んか？私はあまりにも動揺していて、
さっきの話を何も覚えていないんで
す。」

立つまで丸一日私たちの事務所で一
緒に時間を過ごしました。アンジェ
ラはこう言いました。
「今何か新しいことが私の人生に起
こっているんですね。」

その後、思わぬ試練がやってきまし
た。子供たちが事故にあったのです。
子供達とアンジェラが食中毒にかか
り、そのため書類の準備が遅れまし
た。アンジェラはあきらめそうになり
ました。彼女の友人達もウクライナ
にとどまるように勧めました。しかし
私達は、アリアの準備を続けるよう
に励ましました。
「大丈夫ですよ。こ
の辛い試練が終わる時がやってきま
すよ。」と彼女に励ましました。
アンジェラをサポートするために、神
は私達に知恵を下さいました。それ
で、私達は彼女のパスポート申請の
費用や、家からキエフにあるイスラ
エル領事との面会のための旅費、ま
た娘が肺炎にかかった時にはその薬
の費用なども援助しました。彼女は
私達にこう言いました。
「あなたたち
は私を本当にたくさん助けてくださ
いました。私は友人達に、私の人生
最良の時が今始まったところだと伝
えました。そして私は毎朝、歌を歌う
ようになりました。私の子供たちも
一緒に歌っています。」

UKRAINE

彼女は叫びました。
「イスラエルです
って？何の話をしているの？私は２回
結婚して、２回とも私達は惨めに見
捨てられたんですよ。本当に大変で
辛かったの。ただ暗闇しかないと思
えるような日もあったわ。それなの
に、ここであなたたちはイスラエルの
話や、子供の将来の話をしてるなん
て。私はといえば、明日何が起こるか
考えるだけでも怖くてたまらないの
に。」

Yanya Ukraine team
ヤンヤ ウクライナチーム

「人生最良のことが今始まったところです。」
イスラエルに向かうアンジェラと子供たち

７月３日、彼女と子供達はキエフに来
ました。その夜にイスラエルへ飛び
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すべては祈りから
Alison Eastwood
Assistant International
Prayer Coordinator
By アリソン・イーストウッド
国際祈りのコーディネーター

私達は、主がエルサレムを建て、イスラエルの散らされた民を集めておられる
のを見る時に喜びにあふれます。
（詩篇１４７：２）９月は忙しい季節の始まり
です。約束の地での新しい生活を待ち望む多くの国々からの何百人ものユダ
ヤ人が、アリアの便に乗ってイスラエルへ向かいます。

•
•

RUSSIA

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
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祈りの課題：
・
神が立ち上がり、シオンをあ
われんでくださいますように。また
いつくしみを示し、この地において
シオンを賛美としてくださいますよ
うに。
（詩篇102:13）
・
ユダヤ人達が散らされてい
る世界中の国々から定期的に領事
への訪問とアリアの乗る飛行機の
便が出ますように。
・
主がシャーリーとアイリス
に、エルサレムの事務所において、
新しく加えられたオリムがイスラエ
ルで適応していくためのすべての必
要を備えてくださいますように。
ユダヤ人を集める
私たちはオリムを助け、犠牲的
な奉仕を通して神の愛を示し、神の
尊い民の心に信頼を回復させると
いう特権を主が私達に与えてくださ
ったことを感謝します。
祈りの課題：
私達のチーム
・
神の完全な時に適切な家族
のもとへと導かれますように。
（エ
ゼキエル34:11）
・
オリム達が困難を通ってい
る時に彼らの慰めとなり、また彼ら
を助けることができますように。
・
彼らを助けるための知恵が
与えられますように。またいのちと
希望の言葉を分かち合うための知
恵も与えられますように。
（イザヤ
55:1）
・
時のあるうちに、神のわざを
なすために力とスタミナが与えられ

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

ますように。
（ヨハネ9:4）
ユダヤ人：
・
主が彼らの心を動かして、
永遠の愛の糸によって引き寄せてく
ださいますように。
（エレミヤ31:3）
・
彼らがいのちを選ぶことが
できますように。
・
彼らがアリアとなることが
できるように、主が彼らからどの「
石」が取り除かれるべきかを彼らに
はっきりと啓示してくださいますよ
うに。
・
彼らが喜びを持って出て行
き、安らかに導かれますように。
（イ
ザヤ55:12）
前を向いて
昨年の間に起こった全てのことの
ゆえに、主を賛美します。昨年は、
何千人ものユダヤ人が様々な国から
アリアとなりました。また、ユダヤ人
社会との関係が新しくまた強固な
ものとされました。また、教会に真
理を分かち合う機会が与えられま
した。また、若い人々が主にふれら
れ、整えられ、励まされました。私
達の必要も満たされ、多くの祈りが
答えられました！チャレンジがなか
ったわけではありませんが、私たち
は主に向かって目を上げ、これから
も主を信頼していきたいと思いま
す。
（詩篇121:1-2）

•

•

•

•

・
聖霊にある知恵、見分ける
力、一致が与えられ、この働きが神
のご計画と目的のうちに続けられ
ますように。
・
私達の協力者として主が召
し、任命してくださっている人々を、
主が呼び出してくださいますよう
に。
・
青年達がアリアのメッセー
ジに心が開かれて、彼らもアリアの
召しにどのようにかかわり貢献して
いくべきかを知ることができますよ
うに。
・
神の働きを成し遂げるため
の経済的な備えがこれからも与え
られますように。

祈りの課題：
・
神のみことばのうちにある
約束とご計画に目を留め、私達がイ
ッサカル族の人々のようになれます
ように。
（Ｉ歴代誌12:32）
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帰還して良かった！
イスラエルにいる私達の尊いオリム達から受け取る知らせは、いつも私達に大き
な喜びを与えてくれます。アレクシー、スベトラナと彼らの３人の子供達に、私達
は何年も前からアリアとなるように励ましてきました。そして遂に２０１０年に彼ら
はアリアとなったのです。今年私達は彼らから電話を受け取り、またスベトラナか
らは手紙も来て、イスラエルの地でとても幸せに暮らしているとありました。
私達の助けに感謝して、スベトラナは
次のように書いていました。
「私達
はこの地でうまく適応していま
す。」彼らの長 男は
軍隊で働いて
います。娘は

勉強のプログラムをまもなく修了しま
す。三番目の子供は学校での勉学に
励んでいます。アレクシーは訓練の
後に機械技師としてのよい仕事を見
つけました。また、スベトラナもコー
スを受けて、
マニキュアとペディキュア

Volodya & Luba
ボローディヤ＆ルバ
ロストフオンドン ベースリーダー

の仕事を始めました。
アリアとなることによって、何年か前に
ウズベキスタンからイスラエルへ帰還し
ていたアレクシーの両親とも再会でき
ました。

RUSSIA

イスラエルに向かう日のアレクシ
ー、スベトラナ そして 彼らの息子
たち。l.

家族の再会

Zhansolu
Ebenezer leader Kazakhstan
ザンソル
カザフスタン・エベネゼルリーダー

私達が何年も前に助けた家族の親戚達が、イスラエルへ帰還するのを見る
のはわくわくすることです。
最近私たちはブラディミルとガリナを
アルマティ空港に見送りに行きまし
た。彼らは、ベールシェバに住む彼ら
の家族に合流するためにイスラエル
へ発ちました。彼らの息子のエブゲニ
ーも今年の初めにアリアとなっていま
した。
この家族との最初に出会ったのは１
０年前でした。その時アリアとなるの
を助けたのは、姉妹のマリアとその５
人の子供達でした。２００５年にはマ
リアの姉妹のタティアナとその夫が
続いてアリアとなりました。そして、そ

の翌年には、タティアナの娘のイリナ
とその二人の子供達も続いてイスラ
エルへ帰還したのです。

私達は彼ら全員に、みことばから神
のユダヤ人帰還に対する願いを分か
ち合い、彼らの帰還を励ましました。
私達は彼らのために祈り、また人道
的援助を与え、財政的な支援と交通
手段の提供などを通して、彼らのアリ
アとなる準備を助けました。
皆さんの継続的な支援は、このよう
な家族が約束の地へ帰還するのを助
けるために、なくてはならない重要な
ものです。

ウラディミルとガリナ
アリヤとなる飛行前にアルマティ空港にて

ユダヤ人のイスラエルへの帰還を助けるクリスチャンの働き

7

出エジプト作戦

エルサレムでの神の摂理の出会い
エルサレムからシャローム！
こちらの事務所では、困窮しているオリムたちへの手助けを続け
ております。食べ物を買うお金のない人や光熱費などを滞納して困
っている人達に希望を届けています。私達は彼らを支え、励まし、
イスラエルにおいての吸収のプロセスを完了するための次のステッ
プについての情報を提供したり、アドバイスをしたりしています。

ISRAEL

GLOBAL
ENGAGE
PRAYER
ISRAEL
FSU

私達はまた彼らに特別な出会いを通
して、または珍しい場所で出会うこと
もあります。そして後になって、それ
らの出会いが主によって準備された
ものであるということがわかること
もあります。そのひとつは、私がイギ
リスから来ていたビバリー・ヒルと
一緒にタクシーに乗っていた時のこ
とです。運転手が私達がイスラエル
で何をしているのか、と聞いてきまし
た。それで私達はアリアやユダヤ人の
吸収の助けをしていること、またエベ
ネゼルがイスラエルにおいてＮＰＯと
して働いていることなどを話しまし
た。彼は少しの間黙っていましたが、
その後バックミラーで私を見て、私に
名前を聞きました。私が自分の名前
を伝えると、彼は両手を上に上げて、
「主をほめたたえます！」と何度も叫

Shirley Lawrenson
Olim Liaison
シャーリー ローレンソン
オリム リエゾン

んでいました。彼があまりにも興奮し
ていたので、運転を続けることがで
きているのが不思議なくらいでした。
彼は、アメリカに住む家族から、アリ
アになるための助けが必要なので私
と連絡を取ってほしいと頼まれてい
たところだったのです。私達がその
話をしているちょうどその時、彼の電
話が鳴りました。すると彼は興奮して
電話の相手にこう言いました。
「私の
タクシーに今誰が乗っていると思う？
あなたがアリアになるためのアドバ
イスをしてくれる人達だよ！」
ビバリーと私は、驚くべき方法で主
がエルサレムにある何百ものタクシ
ーの中からこのタクシーに乗るよう
に導いてくださり、この男性とコンタ
クトを取ることができるようにしてく

ださったことを知って、思わず微笑みまし
た。私達が目的地に着いた時に、詳しく連
絡先を交換しました。これからこの家族と
連絡を取り続けて、彼らがアリアとなるた
めのできる限りの支援をしていきたいと
思っています。

主の聖徒たちの死は主の目に尊い。詩篇116:15

ヨハネス・ファシウス

1936年―2012年10月

2012年１０月５日に、ヨハネスは主に召されたことを知り、私達は深く悲し
みました。
ヨハネスは、1991年１月にエルサレ
ムで行われた国際祈りの大会におい
て、エベネゼル緊急基金が誕生した
際、リーダーの一人でした。彼は私達
のミニストリーの創立者グスタフ・シ
ェラーに、2000年に彼が召されるま
での間ずっとすばらしい支援をしてく
ださいました。ヨハネスは2000年か
ら2001年までの間エベネゼル議長を
務め、彼自身のイスラエルのミニスト

リーを続けながらも、この重要な時
期にアリアのビジョンを保ち続けま
した。

失った、彼の愛する妻エマ、子供達、孫
達のために主の慰め、平安が与えられま
すようにお祈りいたします。

数ヶ月前に、ヨハネスは心臓発作を
起こし、その後重い機能不全が起こ
り、残念なことに彼はそこから回復
することができませんでした。

ビバリー・ヒル Beverley Hill
エベネゼル緊急基金国際理事会を代表
して

私達は、すばらしい夫、父親、祖父を

