Issue ２/2013

出 エ ジ プト 作 戦

第16号・2013年

エベネゼル国際緊急基金

主の大いなる輝かしい日が
来る前に、太陽はやみとな
り、月は血に変わる。
使徒の働き2章20節

時 のし るし
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

Ebenezer Operation Exodus

時 のし るし
ペンテコステの日、ペテロは預言者ヨエルを引用してこう言いました。
「終わりの日
に、わたしの霊をすべての人に注ぐ。
・・・わたしは、上は天に不思議なわざを示し、
下は地にしるしを示す。
・・・主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽はやみとな
り、月は血に変わる。」
（使徒の働き2：17−21；ヨエル2：28−32参照）
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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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ペンテコステの日、ペテロは預言者ヨ
エルを引用してこう言いました。
「終わ
りの日に、わたしの霊をすべての人に注
ぐ。
・・・わたしは、上は天に不思議なわ
ざを示し、下は地にしるしを示す。
・・・
主の大いなる輝かしい日が来る前に、
太陽はやみとなり、月は血に変わる。」
（使徒の働き2：17−21；ヨエル2：28
−32参照）

れは、４回連続して起こる皆既月食のこ
とです。驚くことに、これらの４回の皆
既月食はみな四つの聖書の祭りの時に
起こります。そして、日食がその時期
に近い時に起こります。

来年の過ぎ越しの時期に、皆既月食が
あります。それは「血の月」としても知ら
れている現象です。地球の影が月面を
動く時に、月は濃い赤銅色に変わりま
す。皆既月食は比較的珍しい現象です
が、聖書の祭りの時にそれが起こること
は非常に珍しいことです。２０１４年の
過ぎ越しの祭りの時に起こる皆既月食
は、Tetrad（四つ揃い）の始まりです。こ

ランス・ランバート氏は、２０１２年１０月
の中東報告において、次のように述べま
した。
「ラビ達によれば、私もこの点におい
ては彼らは完全に正しいと思うのです
が、太陽のしるしは異邦人、すなわち国
々のためのものであり、月のしるしはイ
スラエルのものだと思います。つまり、
神はイスラエルについて何かを語って

「ついで神は、
「光る物は天の大空にあ
って、
・・・しるしのため、季節のため、
・
・・」創世記１：１４

月のTETRAD（四つ揃い）が起こる時期
２０１４年４月１５日 過ぎ越しの祭
りの第一日目 （その後２０１４年４
月２９日に部分日食が続く）
２０１４年１０月８日 仮庵の祭りの
前日 （2014年１０月２３日に部分日
食が起こる）
２０１５年４月４日 過ぎ越しの祭り
の初日 （２０１５年３月２０日に皆

既日食が起こる、またその日は、聖
書の一年の最初の日の前日―ヘブラ
イカレンダーにおいて５７７５年ニサ
ン１日）
２０１５年９月２８日 仮庵の祭りの
初日 （２０１５年９月１３日に部分
日食が起こる、それは角笛の祭りの
一日前、それはユダヤ市民の元旦）
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Close-up of the sun

おられ、神がなさろうとしていること、
または今なさっていることに対して、ま
た神が国々に関することについても、
私たちに注意を向けさせようとされて
いると思います。」
過去５００年の間、月の四つ揃いが３
度聖書の祭りの日程にぴったりと合う
時期に起こりました。その４番目がもう
すぐやってきます。では、今までの３回
の月食とそれに伴う出来事を照らし合
わせて見ましょう。

に、３回の月食がそれぞれ過ぎこしと
仮庵の祭りの時期に起こりました。
初めての月食は深い預言の成就の時
期に起こりました。１９４９年から１９５
０年にかけての過ぎ越しと仮庵の祭
りの時期です。この時期、イスラエル
は、１９４８年５月１５日に新しく国家
として誕生し、１９４８年から４９年に
かけての独立戦争において勝つ見込
みがない状況の中で、奇跡的に勝利を
とりました。このような出来事は記念

詩篇 121編4節
月食が、１４９３年から１４９４年にか
けての過ぎ越しと仮庵の祭りに起こり
ました。その前の年には、フェルディ
ナンド王とイザベラ王妃が、スペイン
からユダヤ人を強制的に追放する勅
令を出しました。そしてその年、彼らは
クリストファー・コロンブスを、アメリ
カ大陸発見へと導いた航海へと送り
出しました。これは、ヨーロッパとロシ
アのユダヤ人にとっては非常に意義深
いものです。なぜならアメリカが彼ら
にとっての主要な保護地域となったか
らです。
その後の４００年に間は、聖書の祭り
の時期には月食はありませんでした。
その後２０世紀中期に、７０年間の間

すべき出来事であり、ユダヤ人とその
国は回復され、その後、ユダヤ人達が
世界中からアリアとなって古い故郷へ
と帰還する流れが解き放たれたので
す。
もう一つの月食は１９６７年から１９６
８年にかけての聖書の祭りと全く同じ
時期に起こりました。全ての人が過ぎ
越しと仮庵の祭りに「血の月」を目撃
しました。エルサレムは１９６７年に、
軍事衝突の只中で、勝つ見込みのな
い状況において大勝利をとり、再統合
されました。そして多くの土地がイス
ラエルとエルサレムのものとされまし
た。１９世紀もの間「異邦人に踏み荒

２０１４年から２０１５年にかけての月
食が近づいていますが、イスラエルの
前に、またこれからのためにイスラエ
ルのために祈るものたちの前には何
があるのでしょうか。これからの季節
に、どのような記念すべき預言の成就
が待っているのでしょうか。天におけ
るしるしは、確かに私たちに警告を与
え、イスラエルの民が集められること
は、主の計画において非常に重要な
部分であること、またイスラエルが神
の贖いの目的において中心的な位置
にあるということを宣言しているので
しょう。

インターナショナル

見よ。イスラエルを守る方は、まど
ろむこともなく、眠ることもない。

らされた地」
（ルカ２１：２４）がユダヤ
人のもとに回復されたのです。天にお
けるこのしるしは、
「異邦人の時」が満
ちたことを示しているのでしょうか。

神ご自身が、神の土地と民のために見
張りをしてくださるように、主は私た
ちにも、イスラエルのために主ととも
に見張り人となるように招いておられ
ます。しるしを見て、私たちも備えをし
ましょう。主を熱心に求めて、へりくだ
って主に知恵と知識を求めましょう。
また主に現在どのように祈るべきなの
か、導いてくださるように祈り求めまし
ょう。

Pete Stucken
ピート・スタッケン
エベネゼル出エジプト作戦

副議長

The Biblical Feasts, or Feasts of the LORD, are set out in Leviticus
23.
Further insights on this subject can be gained from: lancelambert.
org (October 2012 and January 2013 Middle East Updates).
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神が彼らを故郷へと導かれた
私たちは、エマとその家族がイスラエルに帰還するのを大きな喜びを持って
見送りました。主御自身が全ての道において彼らを導き、また備えを与えてく
ださったのです。

By Yuriy & Zhanna
ユリー＆ザーナ
ウズベキスタン リーダー

ウズベキスタン
UZBEKISTAN

エマは母親のフリーダに育てられま
した。彼女は結婚して息子と娘があ
りました。彼女の夫はユダヤ人にとっ
てイスラエルに帰還するのが神の御
心だと知っていたので、イスラエル帰
還を夢見ていましたが悲しいことに
夢かなわず髄膜炎で亡くなりました。
エマは一人でアリアとなるのを恐れて
いました。またフリーダは行くことを
拒否していました。
私たちが始めてエマに会ったのは、２
００７年にあるユダヤ人の慈善活動
団体からこの家族を助けるようにと
いう要請を受けた後でした。掃除婦
としてのエマの僅かな賃金とフリー
ダの小額の年金だけでは、彼らが生
活するのに到底十分ではありません
でした。去年の６月エマは遂にフリ
ーダにアリアとなることを説得するこ
とができました。
この家族の手続きは迅速に行われま
した。私たちは彼らがイスラエル領
事との面接のために、ブカラからウ
ズベキスタンの首都であるタシュケ
ントに飛行機で行くための費用を提
供しました。感謝なことに、領事は彼
らがアリアとなる許可を与えてくれま
した。新しい生活のための資金を集
めるために、エマはブカラのユダヤ人

4

ユリーがエマとその家族をタシュケントにあるイスラエル領事館に連れて行くところ

居住区にある自分の家の前で自分の
持ち物のいくつかを売ろうとしました
が、誰も興味を示しませんでした。そ
れで彼女は神にお金を与えてくださ
るように祈りました。
するとある朝、ある旅行者が立ち止
まり、彼女に話しかけました。彼女は
彼の言うことが理解できませんでし
た。それで彼はヘブライ語でフリーダ
に話しかけました。彼は南アフリカか
ら来たユダヤ人だったのです。彼はそ
の午後に自分の妻と母とともに帰国
しましたが、その際に祝福をもって彼
女に封筒を与えました。その中には

たくさんのお金が入っていました。エ
マはこの奇跡を神に感謝しました！
その後エマはイスラエルに帰還する
ためには、彼女の父親の許可が必要
であると言われました。父親はアメリ
カにいて、彼との連絡も途絶えてい
ました。そのような状況の中でアリア
となるのが６ヶ月も遅れてしまいまし
た。このことによって、子供たちがそ
の期間イスラエルで新しい学校生活
を始めることができなくなりました。
しかし神は助けの道を開いてくださ
いました。彼女が出会った役人を通
してまもなく問題が解決され、エマと
子供たち、そしてフリーダは彼らの真
の故郷の地に帰還することができま
した。
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牧師がアリアの家族を助ける
ロシアにある黒海リゾート地であるソチにおいて、エベネゼルに助けを求め
るユダヤ人の数が非常に増えてきています。私たちの人道的援助プロジェクト
によって壁が取り除かれ、アリアとなるための支援を求める人々が増えてきて
いるのです。
地域教会が徐々に関わるようになっ
てきました。地域教会の牧師の一人
であるミカエルが、エブゲンナとその
６歳の息子サーシャ、彼女の母スベト
ラナをイスラエル帰還のために空港
まで送るのを手伝ってくださったので
す。私はとてもうれしかったです。
私たちが彼らに電話をして空港に送
ることを申し出た時、彼らはあまりに
も多くの荷物をどうやって運んだらよ

いか困っていたのです。
彼らとその全ての荷物はミカエル牧
師の車に全部入りました。彼らは全て
の助けに本当に感謝していました。

By Lena
レナ ソチ代表

エブゲンナ（左）、レナがサーシャを膝
にのせて、スベトラナ（右）

ミカエル牧師は私を支え続け、また
エベネゼルの働きを励ましてくださっ
ています。また毎週日曜日の礼拝に
おいて、彼の教会はイスラエルのため
に祈っています。

Evghenya (left), Lena with Sasha on her knees and Svetlana.

彼女の祈りの答え
ある日曜日の礼拝で、一人の女性が興奮して私たちに話してくれたことは、彼女
がバスに乗っていたときに、イスラエル帰還に興味がある若いユダヤ人女性と話
したということでした。
そのユダヤ人女性の連絡先に私たち
が電話した時、
マリアの祖母と話した
ところ、
マリアには緊急の経済的な必
要があるということを知りました。
マリアは小さな人里離れた村に住ん
でいました。私達は彼女の家を探し
に行きました。彼女のために買った
食料も持って行きました。その家はま

By Volodya
ヴォロージャ
ロストフ・ナ ・ドヌ

ロシア

どうか、さらに多くの教会と牧師たちがアリアの働きに
加わるようにお祈りください。

リーダー

だ完成していないレンガ造りの家で き果ててしまっていました。その前の
した。６人の人が小さな一部屋で暮ら 晩にマリアは助けを求めて祈ってい
していました。マリアと二人の息子た たそうです。私達はその祈りに対する
ち、ゼネアとダニエル、彼女の母親の 神の答えだったのです。
ガリーナと妹のイリーナ、イリーナの
小さな娘ソニヤです。借金のために、
彼らは水もガスも使えない状態でし
た。ただあったのは電気ヒーターだ どうか、彼らがアリアとなれる
ようにお祈りください。
けでした。彼らのお金も食べ物も尽
非常な困窮の中で （左から右へ）：マリア、イリ
ーナ、ソニヤ、ガリーナ、ゼネア、ダニエル
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ロシアのチャレンジに立ち向かう
エベネゼル出エジプト作戦は、１７年以上もの間ロシアでの働きをしてきました。
この働きは、ユダヤ人達や教会に拒絶されるという痛みを乗り越えるという初期
のチャレンジや、ベースが確立され多くの勝利を勝ち取る喜びや多くのオリムが
アリアとなる喜びなど、様々な体験をしてきました。

ロシア

ユダヤ人協会との間には信頼関係が
築かれ、多くの教会が今私達が行っ
ている働きに加わるようになってき
ています。今日私達は、モスクワやノ
ボシビルスク、イェカテリンブルク、ロ
ストフやピャティゴルスク地域にベー
スを構え、ロシアにおいて強く効果
的な組織を持っています。
この広大な地において、シベリア、ウ
ラル、ロシア極東、中央ロシア、コー
カサス地方など様々な地域からユダ
ヤ人達がイスラエルへ帰還するのを
見ています。神様はご自身の約束を
守られる忠実なお方です！
私達が確信していることは、今後こ

のミニストリーにおいて確立しなけ
ればならないのは、エベネゼルのそ
れぞれの地域を担当しているボラン
ティア代表たちがネットワークによっ
てつながり、大都市から辺境の村に
いたるまで全ての地域をカバーして
いくことです。このビジョンを実行す
ることは大きなチャレンジであり、地
域教会の協力がなければ実行するこ
とは不可能なのです。
私達の今日の働きには次のよう
なものがあります。
①地域教会において分かち合い、
「イスラエルと教会」についての聖
会やセミナーを開催すること。これ
によって牧師や聖職者たちが神のみ
ことばからイスラエルについて教え
るようになってきています。
②ロシア中に祈りのネットワーク
を作ること。約４０００人のクリスチ
ャンが定期的に祈りの課題を受け取
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By Boris Vasyukov
ボリス・バシュコフ
ロシアディレクター
り、それを通してこの働きの必要のため
にとりなしています。
③経済支援のネットワークを作るこ
と。この働きかけにより、地域教会の信
者たちからの献金がかなり増加してき
ています。
このような全ての活動によってクリスチ
ャンが励ましを受け取り、アリアの働き
を彼らが積極的に支援するようになっ
ています。教会とさらに協力関係を深め
ることにより、神の祝福がもたらされ、
無関心が打ち壊され、ロシアの教会に
おける置換神学と反ユダヤ主義の要塞
が打ち砕かれるのです。
ロシア国外の全てのパートナーに、皆さ
んの祈りと経済支援を感謝いたします。
皆さんの努力は今後の働きになくては
ならないものです。私達は一つの神の
家族として、この働きをともになしてい
るのです！
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希望の旅
ユダヤ人がアリアとなるための支援活動の中で、私達はしばしば彼らの心の痛
みを発見します。ジェナディーとタニヤはイスラエル帰還を決心しました。なぜ
なら、２歳の息子のデニスが癌を患っていて、ウクライナでは適切な治療を受
けることができないからです。
エベネゼルの祈りのパートナー達がこの
家族の書類手続きのための献金を募り
ました。そしてあるとても寒い冬の日、私
たちは彼らをキエフボリスポル空港へ送
りました。それは長い旅でした。私達が
車に乗っている間に、ジェナディーとタ
ニヤは、彼らがデニスが癌にかかってい
るという診断を受けた時、まるで死の宣
告を受けたようだったと言っていました。
その後、彼らは、私達が以前から彼らは
イスラエルへ帰還すべきだと言っていた

ことを思い出しました。ジェナ
ディーは、アリアとなるのを延
期して全ての状況が整ってから
アリアとなるべきと言った親戚
の声ではなく、もっと早く私達
の言葉に耳を傾けていればよ
かったと言いました。彼らは言
っています。
「今私達は幸せで
す。なぜなら私達は将来に向
かって進んでいるからです。」

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

ジェナディー、タニア、デニス

神はご自身の霊によって、このウクライ
ナ、モルドバ、アルメニア、ジョージア、ベ
ラルース、ポーランドにおいて、私達の
働きの中で働いておられます、とバディ
ムは報告しています。私は２月にベラル
ースを訪れました。５年前、その地域に
おいて規制が加えられ、私たちの働き
を継続できなくなり、現地の事務所を
閉鎖しなくてはならなくなりました。
今そこにおいての私達の目標は地域に
おける支援者、ボランティア、祈りのグ
ループのネットワークを築くことです。
支援者の一人にタティヤナがいます。
彼女は以前エベネゼルのスタッフをし
ていました。彼女が地域教会や牧師た
ちに連絡をするとこう聞かれます。
「以
前のエベネゼルと現在ではどう違うん
ですか。目標は何か。」私はこう答えま
した。
「以前はエベネゼルは、自分の働
きを教会に紹介していましたが、今私
達が言うのは、これは教会の働きであ
って、エベネゼルだけの働きではありま
せん。私達がここにいるのは、皆さん

をたすけ、地域の「漁師」を訓練し、必要
ならば、教会とユダヤ人社会、そしてユダ
ヤ人協会との橋渡しをするためです。」
私はこのことを、６人の牧師と会った時
と、３つの教会で分かち合いました。そし
て、何人もの人たちが、ユダヤ人がアリア
となるための支援活動に加わりたいとい
う願いを持っていることを話してくれ、私
は本当に励まされました。その何週間か
後に、あるユダヤ人の家族が私達に支援
を求めました。ある牧師が彼らのアリア
となるための書類手続き費用を提供し
ました。私達は、神はユダヤ人達
が祖先の地に帰還するため
の支援をする人々をさらに
起こしてくださると信じて
います。

ウクライナ

新鮮な風が吹いている
ペンテコステ教会のメンバーである支
援者の方が、バプテスト教会からの連
絡を受け取りました。そして今この二つ
の教会が一緒に集まってイスラエルの
ために祈りの時を持っています。普通
は考えられないことが起こっています。
このことは、私達がイスラエルのことを
分かち合い、イスラエルやアリアのため
に祈る時に、神ご自身が壁を打ち壊し
てくださっていることをあらわしている
のです。

地域の支援者によって企
画されたウクライナの教
会における集会で語っ
た後、私達はこの働きの
ために多額の献金を受
け取りました。

A Christian ministry helping the Jewish people return to Israel
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国際近況報告
アメリカ合衆国

神のみことばが成就しています！

インターナショナル

私は最近時間をとり、主にいくつか
の質問をしました。その質問の一つ
は、
「私達は今どの季節にあるのです
か。また私達はあなたの御心に沿っ
ているでしょうか。」というものでし
た。私が祈っていると私の心は喜びに
満たされ、今エベネゼル出エジプト作
戦をとして神がこの働きを通してなさ
っているみわざを見て、感謝に満たさ
れました。
私が見ていること：
① 私達は、ユダヤ人がイスラエル
帰還するために、慰め、励まし、支援
をしています。
② さらに多くの教会や多くの働き
が、私達とともに協力しています。
③ 多くの人が今年アリアとなる準
備をしています。
④ 彼らは喜びを持って出て行き、安
らかに導かれています。
（イザヤ５５：
１２）

エリック:
「私は、イスラエル国家
の将来と私の民ユダヤ人
の将来のために、私にも
役目が与えられていると
堅く信じています。ホロコ
ースト生存者の孫として、またイスラエ
ル生まれのユダヤ人の息子として、私は
自分の故郷に帰還して、なんとかして自
分の民を助けたいといつも願っていま
した。」
今日アリアの扉は開かれています！で
すから、アブラハム、イサク、ヤコブの
神が 私 達に勇気と力を与えてくださ
り、この扉を通って歩ませてください
ますように。なぜなら今後さらに多く
のユダヤ人が真の故郷へ帰還する時
が来ようとしているからです。

By Debra Minotti
National Director, USA
ミリアム:
ム
「ニューヨーク、ニュージャージー、
ハリケーンサンディの被害を受けた
コネチカットなどのひどい状況の後
で、私はもっとたくさんの人がここイ
スラエルに帰還すればよいと思いま
す。もっとたくさんの人が帰還できるように祈り
たいと思います。神様が私をまもってくださり、ま
た皆さんのような「天使」をつかわして私を見守
り助けてくれると知っています。本当にありがとう
ございます！」

「エレミヤ。あなたは何を見ているのか。」そ
こで私は言った。
「アーモンドの枝を見ていま
す。」すると主は私に仰せられた。
「よく見た
ものだ。わたしのことばを実現しようと、わた
しは見張っているからだ。」
（エレミヤ１：１１
−１２）

主のみことばが私のもとに来ました。

スイス

アリアのための心
「主の道を備えよ。」
（イザヤ４０：３
）が、最近ベルンで開かれたスイスエ
ベネゼル大会のテーマでした。
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１００人程の奉仕 者たちーとりなし
手、支援者、友人などとともに分かち
合った時は祝福されたものでした。そ
の中には、今回初めてフランス語を話
すスイス人やフランス人達３０人程が
含まれていました。アンディー・エル
ンストのこの国の若い世代に対する
心とビジョンはとても大きなもので、

By Silvia Pfeil
シルビア・プフェイル
とりなしの働き
スイス

今回新しくフランス語を話すEngageエ
ンゲージ、イスラエルチームを組みまし
た。彼らはみなイスラエルとアリアに
対する神のご計画に重荷を持っていま
す。年長の世代が若い世代を祈りによ
って祝福しました。もう一つ感動的だっ
たのは、フランス語を話す人々とドイツ
語を話す人々がともにお互いを祝福し
お互いのために祈りあったことです。
ドイツの祈りのリーダーであるヘイデ
ィ・ブルガルトは、旧ソ連や自分の国に

Engage スイスとフランス
の若者たち.

おいてユダヤ人を助けた豊かな経験を分か
ち合ってくれました。
この大会において、キリストのからだにおい
てさらに多くの人々が、ユダヤ人を支援するた
めに整えられることが必要であるという点が
強調されました。

A Christian ministry helping the Jewish people return to Israel
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アンディー・エルンストとノルウェーのエベネゼルチーム

デンマーク

北欧およびバルト地
方奉仕者の一致

By Birgit Kluwer
ブリジット・クルワー
エベネゼルデンマーク代表

今回初めて北欧およびバルト地方のエ
ベネゼル地域大会が３月末に開催され
ました。私達は非常に大きな期待を持
ってこの大会に参加しました。

国際コーディネーターのアランフィー
ルド氏は、オープニングのあいさつに
おいて、時において出来事の重要性
は、それが起こった後で明らかにされ
ると語っていました。私達はヨーロッ
パや世界中においてこの時代のしるし
を見ています。私達はそれらを理解す
る必要があります。イッサカル族の使
命は、目を覚まして祈る（I歴代誌１２：
３２）ことでした。イエス様は、よく人
々に目を覚まして祈っていなさいと言
われました。アランが強調していたの
は、今の時代に本当に何が起こってい
るのかを知るための霊的な見分けが
必要であるという点でした。

た。彼らの国々において反ユダヤ主義
が台頭している中で、イスラエルのた
め、またユダヤ人のための祈りのグル
ープが成長していることを知って、励
ましを受けました。
エベネゼルの奉仕者の新しい世代の

メンバーによって最近形成されたエン
ゲージデンマークのグループは賛美
と証で私達を励ましてくれました。

INTERNATIONAL
インターナショナル

この大会の開催のきっかけとなったの
は、２０１１年に、ノルウェー、スウェ
ーデン、デンマークのエベネゼル代表
が、オシオにおいて私達の働きと今後
の発展の計画のために集まり分かち
合う時を持ったことです。今回、デン
マークのアルボルグで開催された３日
間に渡る北欧およびバルト地方の大
会のために、三つのスカンジナビアの
国々からだけではなく、フィンランド、
エストニア、ラトビア、そしてフェロー諸
島からも代表者が参加しました。

北欧およびバルト地方のアリア大会の
代表者達とともに、協力して働くこと
ができることを感謝し喜びました。

祈りこそがこの大会の中心点でした。
そしてその大会の中で、国際祈りのコ
ーディネーターであるジョアン・トーマ
スの深い教えの助けにより、私達は聖
霊にあるすばらしい一致を体験しまし

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
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全ては祈りから
時のしるし

これらのことが起こり始めたなら、か
らだをまっすぐにし、頭を上に上げな
さい。贖いが近づいたのです。」
（ルカ 21:28）

祈り

ピート・スタッケンが分かち合ったこ
とばです。
「神ご自身が、ご自身の土
地と民を見張っているように、主はま
た、主とともにイスラエルのための見
張り人となるように私達を招いておら
れます。しるしを見て、備えをしていき
ましょう！」
祈りの課題
• エルサレムの平和
• イザヤ６２：６−７、詩篇１２２
• これからの季節のために私達がど
のように準備していけばよいか、
主が知恵と悟りを与えてくださるよ
うに。
• 今この時にどのように祈るべきか、
主が導いてくださるように。

教会とともに働く

もって彼らに奉仕すべきです。
（ローマ 15:27）
旧ソ連、および世界各地において、ます
ます分かち合う機会が与えられ、実際
的な反応が見られ、また地域教会の人
々とよい関係を築くことができるように
なっています。私達はそのことを通して
励まされています。神はまたイスラエル
のための祈りを通じて、教会の教派の
壁を打ち壊しておられます。
主に感謝すること
• 地域の牧師がユダヤ人の家族を空港
に送ったり、またユダヤ人の家族と会
うために教会の事務所を提供してく
ださっていること
• さらに多くの教会がイスラエルとアリ
アのために祈っていること
• 地域のクリスチャンが、アリアになろ
うとするユダヤ人の必要のために仕え
るようになっていること
祈りの課題

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

• キリストのからだにおいてさらに多く
•

の人々がユダヤ人を助けるようになる
ために。
神の民に対する御心を分かち合うた
めにさらに効果的にセミナーや聖会
を開くことができますように。

イスラエルとアリアを支えるロシアの牧師と教会のメンバーたち。
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By Alison Eastwood
アリソン・イーストウッド
国際祈りの副コーディネーター

• ユダヤ人に対するさらに愛とあわれみが
注がれますように。

ロシア

イスラエルの子らをエジプトの国から上
らせた主は生きておられる・・・
（エレミヤ 16:15）
この１７年の間に、ロシアにおいて主が助
けを与えてくださり、多くの困難を乗り越
えてこのミニストリーを確立させ発展させ
てくださったことを主に感謝します。また、
この地においてよい信頼関係が築かれて
いること、そして旧ソ連中から多くのユダ
ヤ人がイスラエルに帰還するのを見る喜
びを与えてくださっていることを主に感謝
します。神はご自身のみことばに忠実なお
方です！私達は前進していく中で、神の目
的がさらに成就されていくことを期待して
います。
祈りの課題
• ボランティアの代表者のネットワーク
がロシア中に、大都市から小さな村に
至るまで確立するように。
• この働きの必要のためのとりなしの祈
りのネットワークがロシア中に確立し
ますように。
• 地域のクリスチャン達により経済的支
援のネットワークが形成されさらに献
金のサポートが与えられますように。
「私は、全てのパートナーに、皆さんの祈
りと経済支援を感謝いたします。皆さん
の努力は今後の働きになくてはならない
ものです。私達は一つの神の家族として、
この働きをともになしているのです！」
と、ボリスバシュコフは語っています。
どうか特に、忠実に主に仕えているロシ
アのベースの全てのリーダー達のために
覚えてお祈りください。

イスラエルへのユダヤ人の帰還を助けるクリスチャンの働き
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死の地に命をもたらす

ポーランド、ビルケナウ、アウシュビッツ正面門

アウシュビッツ収容所は、死の地でした。そこで多くの罪なき血が流されました。
ではなぜそこに行ったのですか？今年の４月にポーランドの６日間のエベネゼル
のエンゲージ旅行から帰った時に多くの人に聞かれました。私の祖母も第二次
世界大戦が勃発した当時ドイツにおり１５歳でした。

その答えは簡単です。アリアとユダヤ
人を「このような時に」助けると決心
したユースのチームにとって、このこ
とは最も重要なことです。写真を見
ながら廊下を歩いて、亡くなった人々
の目を見ている時に、私達は、今まで
なかったほどに、この召しについての
確信が与えられたのです。

私は特に自分の 命をささげた多く
の異邦人がいたことに心打たれまし
た。彼らは、もし発見されたらガス室
に送られることを知りながらも、ユダ
ヤ人を助けることを自ら選んだので
す。部屋には靴やめがねやスーツケー
スがたくさん積まれていました。それ
を見る時に、ユダヤ人も異邦人も全て
普通の人達だったことがわかりまし
た。

ホロコーストで亡くなったユダヤ人の

今日の霊的、また世界的な状況を
見ると、このような出来事は再び
起こりかねない状況です。私はそ
のような中で立ち上がることを選
ぶでしょうか。私達は、ガス室で

の処刑か強制労働かの決断がなさ
れたその場所で、聖餐式をしまし
た。流されたイェシュアの血潮を宣
言することは、どこにおいても力強
いことです。しかしこのアウシュビ
ッツにおいて、これは、命のないこ
の場の雰囲気とは全く対照的なも
のでした。
２日後、私達は２０１３年命の行進
に参加しました。それは、世界中か
ら集まった１万人のユダヤ人の若
者達の大会でした。私達はみんな
で「Am Yisrael Chai!(イスラエル
の国、民が生きるように！)」と叫び
ながら、この場所を命の霊で満た
しました。その大会では、ホロコー
ストは成功しなかった、死は打ち
勝たなかった、と宣言していまし
た。神の契約の民は今も生きてい
ます。

エンゲージ

積み上げられた靴を見た時に、自
分の靴箱にある靴と同じような靴
が並んでいるのを見ました。
私 がもし７０年 前に生きて いた
ら、私もまたそこに立って数を数
えられるものとなることを選んで
いたでしょうか。

By Katie Stucken
ケイティー・スタッケン
エンゲージオーストラリア

私達は皆、深く心打たれ、また変え
られて、自分の国に戻りました。

こども達の写真。

１万人の若いユダヤ人達が「命の行進」の大会に集
っている
ビルケナウ、アウシュビッツにて

A Christian ministry helping the Jewish people return to Israel
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「私達はあなた方を支援できることをうれしく思っています！」と、支援を求めて
事務所を訪ねて来られるオリムに言います。彼らが私達のもとに来て扉をたたき、
自分達に助けが必要であると認めることはたやすいことではありません。ですから
私達は、彼らに、私達は彼らの友であると知ってもらい、彼らの話に耳を傾け、彼
らを助けるためにできることは何でもすると伝えるのです。
「私達はあなた方を支援できるこ
とをうれしく思っています！」と、支
援を求めて事務所を訪ねて来られ
るオリムに言います。彼らが私達の
もとに来て扉をたたき、自分 達に
助けが必要であると認めることは
たやすいことではありません。です
から私達は、彼らに、私達は彼らの
友であると知ってもらい、彼らの話
に耳を傾け、彼らを助けるためにで
きることは何でもすると伝えるので
す。
このユダヤ人 達は大きな期 待、希
望、夢を抱いて故郷に帰還して来ま
した。しかし私達のもとに来られる
方の中には、絶望や失望でもがい
ている方がいます。中にはあきらめ
てもといた国に帰ろうと考えている
方もいるのです。エベネゼルのエル
サレム支部の目的の一つは彼らが
忍耐し、障害を乗り越え、このイス
ラエルの地に根付くように助けるこ
とです。
ジョセフとリバは私達に支援を求め
てやってきました。この年配のご夫
婦は何年か前にウクライナから船で
帰還しました。ジョセフは心臓手術
のために仕事をやめなければなり
ませんでした。彼とリバは、息子とそ
の家族と一緒に住んでいます。息子

はイスラエル軍で戦っている際に受
けた負傷のために障害者手当てを
受け取りそれで暮らしています。ジ
ョセフは自分と家族の必要につい
て私達に話すのが辛そうでした。そ
こで私はすぐに彼に私達が彼らに
提供できることについてお話しまし
た。するとジョセフは少し安心した
様子になり、その後、イスラエルに
帰還してから彼らが体験した全ての
よいことを話してくれました。

By Shirley Lawrenson
シャーリー・ローレンソン
オリム・リエゾン
すために、私達に力を与えてくださること
を主に感謝し喜びます。
この尊い働きをなしていくための皆さん
のお祈りと経済的な支援を心から感謝
します。

私達は、ジョセフとリバに、食料と
孫のための冬服を提供しました。こ
の夫婦はその後何度か私達のとこ
ろに来ては支援物資を受け取りま
した。彼らは支援を感謝していまし
た。
初めて来られた時にはためらってい
ましたが、ジョセフは私達と会う時
にとてもくつろいで、今では定期的
に電話をかけてきて、家族の様子な
どを知らせてくれるようになりまし
た。
彼とリバは、また義理の娘が二人目
の子供を生むのですが、ベビーカー
を買う余裕がないということを言っ
ていました。そこで、私達はよいベ
ビーカーを見つけたので、孫娘が誕
生した次の日に彼らにそれをプレゼ
ントすることができました。神の愛
によって、オリムを助け、慰め、励ま

エンゲージイスラエルは若者をイスラエルにつなげる働きです。
エンゲージイスラエルのホームページへ訪れてください。
ちらしをダウンロードしたり、短いビデオクリップを見ることがで
きます。http://engage-israel.org/
興味のある方はこちらへ（英文のみ） info@engage-israel.org
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