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恐れるな。わたしがあなたとともにいるからだ。わたしは東から、あなたの子孫を来させ、西
から、
あなたを集める。 わたしは、北に向かって
『引き渡せ。
』
と言い、南に向かって
『引き
止めるな。』
と言う。わたしの子らを遠くから来させ、わたしの娘らを地の果てから来させ
よ。
（イザヤ書43章5-6節）

アリアの重要性
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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アリアの重要性
メシヤの啓示と再臨の備えとして、神は主の民イスラエルを契約の地に再び集
められています。私たちは、
ここ主の都エルサレム、主の国イスラエルにおいて
聖書の預言が成就しているのを目の当たりにしています。

現

在のイスラエルは
1948年5月に建国され
ました。それは近代史
において最も重要な出来事の一
つであることは疑いをはさむ余
地がありません。国を滅ぼされ
追い散らされたひとつの民族が
約2000年経って再び主権国家と
して母国のあった地に戻ってく
るということは今までになかっ
たことでした。信じられないよ
うな状況の中でこのあり得ない
ことが起こったのは、「わたし
はあなたがたを諸国の民の間か
ら連れ出し、すべての国々から
集め、あなたがたの地に連れて
行く。」（エゼキエル36：24）
と主が約束されていたからでし
た。
この世はイスラエルを敵の間で
散らされたままにしようとしま
す。しかし神の計画が止められ
ることはけっしてありません。
主はイスラエルを「地の四隅か
ら」集めると言われます。（イ
ザヤ11：12）テロリストの爆
弾や核兵器を求めるイランの脅
威にさらされた中で、主は「恐
れるな。わたしがあなたを贖っ
たのだ。わたしはあなたの名を
呼んだ。あなたはわたしのも
の。」（イザヤ43：1）と言われ
ます。主はイスラエルの子孫を
この地に集めると約束しておら
れます。



アリアとは、イスラエルの子孫
であるユダヤ人の古代イスラエ
ルのあった約束の地への物理的
な帰還をあらわすヘブル語で
す。この言葉は厳密には、主の
家、あるいはシオンに上ること
を意味しています。

と後の日に起こるさらに大きな
出エジプトについて預言してい
るからです。その日が来ると最
初の出エジプトの影もすっかり
薄くなってしまうでしょう。国
々はこのことによって大きな衝
撃を受けるでしょう。

主は御民を「帰される」。（エ
レミヤ30：3）さらに多くの「失
われた民」イスラエルの帰還の
足音を私たちは聞いています。
「散らされたすべての所」にい
るユダヤ人たちがアリアをする
ようにと掻き立てられていま
す。その中にインドのブネイ・
メナシェや中国のユダヤ人、カ
イフェンの子孫たちがいます。
私たちはその目撃者です。（エ
ゼキエル34：12）

そのような途方もなく大きな出
エジプトは、私たちの理解を超
えているように思われます。し
かし、私たちの主は約束され
ました。「それゆえ、見よ、こ
のような日が来る。－主の御告
げ－その日には、彼らは、“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”とはもう言わないで、“イス
ラエルの家のすえを北の国や、
彼らの散らされたすべての地方
から上らせた主は生きておられ
る”と言って、自分たちの土地に
住むようになる。」（エレミヤ
23：7－8）

アリアは今日における神の恵み
と憐れみの力強い現れです。そ
れは「国々のため」の旗であり
（イザヤ11：12）、アブラハ
ム、イサク、ヤコブの神が治め
ていること、そして主のみが生
ける真の神であること示してい
ます。現代イスラエルの独立以
降、実に300万以上のユダヤ人が
約束の地へ帰還しています。そ
れはモーセの時代以来、比類の
ない出エジプトといえます。
しかし今、私たちは何かさらに
大きなことの入り口に来ている
のを感じます。聖書がはっきり

「（彼らは）自分たちの土地に
住むようになる。」私はこのフ
レーズが好きです。それはユダ
ヤもサマリヤも含んでいます。
今日この聖書箇所と政治的現状
は合致しないかもしれません。
しかし、聖書的にそれは正しい
ということを私はとても嬉しく
思うのです。
ユダヤ人ではない者たちが、神
の預言の成就のために実際的な
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方法で用いられるということ
も聖書的なのです。あなたの
祈りと経済的なご支援が、故
郷に帰還することを願うユダ
ヤ人の夢を実現させるだけで
はなく、神の地上における御
心がなされることを可能にす
るのです。メシヤ再臨のため
の道備えの働きに私たちが預
かれるとは、何という栄誉、
何という特権でしょう。

セオ・アベンヒュース
インターナショナル・デベロ
ップメント・ディレクター

ウクライナ大会での質疑応答

エ

ベネゼル出エジプト
作戦初の超教派カン
ファレンス‘エピセン
ター（震源地）’が、ウクライ
ナで開催され、参加した多くの
クリスチャンにユダヤ人の帰還
に対してさらに深く関わるよう
にとのチャレンジがなされまし
た。参加者たちは12の地域、
20都市からキエフに集まりま
した。彼らは、Christians for
Israel International 代表である

ウィレム・グラスハウアーやエ
ベネゼルのグリゴリー・コメン
ダント、ヴィクトール・タトベ
イエフなどの講師たちによるイ
スラエルと教会についての講義
に耳を傾けました。彼らは、「
何故、イスラエルとエルサレム
は、世界の耳目を集め、聖書の
預言の成就にとっての震源地と
なるのか。」、「メシヤの再臨
のときのしるしは何か。」「エ
ルサレムは、終わりのときに起
こる出来事にとって、ど
のような役割を果たすの
か。」などといった質問
に答えました。カンファ
レンスにおいて、エベネ
ゼルの働きに協力するよ
うにとのアピールがなさ
れました。

流浪の歴史に打たれた終止符
サポートを要請しました。彼は、
ブ イスラエルに対して、この失われ
ネイ・マナシェのアリアの働きに たユダヤ人部族、15家族、126人
昨年エルサレムで開催された出
携わっていますが、イスラエル政 の帰還を認めてくれたのです。
」文
エジプト作戦ナショナル・コーデ
府に対して、
ブネイ・マナシェの一 面から彼の興奮が伝わってきまし
ィネーター会議に出席した代表
団をインドから帰還させるための た。
者たちは、
シャベイ・イスラエルの
許可を求めていたのです。
このブ
詩篇145：8を引用して、マイケル
議長、マイケル・フレウンドが行っ
ネイ・マナシェという部族は、実に
はセオに、
「皆さんの祈りの助けに
たプレゼンテーションに心を動か
2700年間、流浪の民として過ごし
よって形勢がひっくり返ったのだ
されました。
シャベイ・イスラエル
てきました。
と確信しています。皆さんが彼ら
は、ブネイ・マナシェのような「失
われた」ユダヤ人グループに手を その5日後、マイケルは再びセオ のために天に対して訴えてくださ
「私たちの祈 ったことに心から感謝します。私
差し伸べ、彼らのアリアを助ける に手紙を送りました。
りが答えられました！昨日イスラ は、私たちのこの目で神の御こと
働きをしています。
エル首相府から電話がありまし ばの成就を目撃しているのを思う
12月、マイケルは、エベネゼル・イ
た。 私たちが求めていたブネイ とき身が震える思いがします。」
と
ンターナショナル・デベロップメン
・マナシェの一団のインドからイ 語りました。
トのディレクターであるセオ・アベ
スラエルへの移民の要求が認め
ンヒュースに手紙を送り、祈りの
られたのです！政府は、シャベイ・
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備えられたトルクメニ
スタンの必要
ウズベキスタンのあるクリスチャ
ンの婦人は、彼女のアパートを売
ることについて祈り始めました。
すると主は、彼女に3000ドルを
エベネゼルにささげなさいと語ら
れました。数週間後、そのアパー
トは売却され、彼女は約束した額
をエベネゼルの基金にささげまし
た。
この献金がささげられた理由は、
すぐに明らかになりました。ユダ
ヤ局から電話があり、隣国トルク
メニスタンからウズベキスタンへ
向かう人々の移動を助けて欲しい
との要請を受けました。彼らは、
アリアの許可を得るために、そこ
でイスラエル領事と会うことにな
っていたのです。主の御手が働い
ているのを感じたので、私たちは
この要請を受け入れ、ウズベキス
タンとトルクメニスタンの国境
で、オリムになるであろう人々と
会い、彼らを領事と会うことにな
っているブクハラまで送りまし
た。

を行いました。一行のうち18人
にイスラエルに行くためのビザが
与えられ、他の人々にも、ビザを
得るために必要となる書類を手に
いれるための許可が与えられまし
た。ユダヤ局のアリア担当のディ
レクターは、涙を流し、「エベネ
ゼルの助けがなければ、領事と
会うこともできなかったでしょ
う。」と感謝の気持ちを表してお
られました。
その日ビザの発給を受けた人たち
の中のある家族（夫婦と息子の
3人家族）は、46人いる彼らの家
族の中で最初にアリアする決心を
したそうです。またもうひとりの
男性は、祖母側の家族の中で、
19人目のオリムになるそうです。

2008年、皆さんの献金によって、
私たちは旧ソ連邦から帰還した
ユダヤ人10人のうち8人を支援
することができました。感謝しま
す。
また中央アジアや他の国々の
ユダヤ人が父祖の地に帰還する
ためにささげられた皆さんの御
支援にも私たちはとても感謝し
ています。

ブクハラまではスムースに着くこ
とができました。エベネゼルは交
通費とブクハラでのホテルの宿泊
費用を負担しました。翌日、イス
ラエル領事が、ウズベキスタンの
首都タシケントから到着し、彼に
会うのを待っていた人々との面接
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出エジプト作戦のた
めの祈りの課題
私達のクリスチャン団体としての働きがユダヤ人の心に触
れる証しとなっていることを感謝します。(Ｉヨハネ3：18)
・今後さらに多くのユダヤ人の心が私たちに向けられ、支
援を求めるようになるために。

神に心を動かされた人々
出エジプト作戦が、北コーカサスで働きを始めた
2002年、モスクワベースは、ピアティゴルスク
チームにあるユダヤ人家族を訪問するように彼ら
の住所を渡しました。彼らが住んでいた村は、レ
ナやエルビラの地図に載ってないほどの奥地にあ
りました。そこで彼らは、ユーリと彼の妻、オク
ザーナ、ユーリの弟、ビクトールに会いました。
ビクトールは身体障害者でした。チームは彼ら
にアリアについて、またそのためにエベネゼルが
どのようなサポートをすることができるかについ
て説明しました。チームは彼らのために食料や衣
類、ビクトールのために車椅子も持ってきていま
した.
その後彼らとの連絡が途絶え、数年が過ぎていき
ました。しかし神は、その間も彼らの心に働き
かけ、イスラエルに行きたいという思いを与え
られました。彼らはアリアに必要な書類を探し出
して、エベネゼルのチームに電話をかけてきまし
た。ユーリとオクザーナ夫妻は、彼らにも今子供
がいるのですが、法的に弟ビクトールの保護者に
なり、その後で、彼ら全員にイスラエルに行くた
めのビザが与えられました。エベネゼルは彼らが
領事館や空港へ行くためのすべての費用、イスラ
エルへ発つ前夜のホテルの宿泊費を負担しまし
た。最近、彼らからピアティゴルスクのアンナに
電話がありました。彼らはイスラエルでの暮らし
をとても喜んでおり、エベネゼルの支援に感謝し
ていました。
「その日、－主の御告げ－ わたしは足のなえた
者を集め、追いやられた者、また、私が苦しめた
者を寄せ集める。わたしは足のなえた者を、残り
の者とし、遠くへ移された者を、強い国民とす
る。主はシオンの山で、今よりとこしえまで、彼
らの王となる。」（ミカ4：6,7）
厳しい状況に置かれ、他の人の助けなし
には故郷に帰還することのできない人々
を支援するこの働きに預かる特権を主に
感謝します。
アンナ－
EEFピアティゴルスク

ベースリーダー

・私たちの彼らに対する支援や励ましが、特に何らかの障
害があってアリアの手続きが進まなくなった時に、効果的
なものとなるように。
・主の助けによって、私たちが行く先々でユダヤ人を捜し
出すことができるように。
主の民イスラエルに対する愛と誠実を、また、主の約束に
従って、彼らを約束の地に帰らせ、回復させてくださって
いることを感謝します。(アモス9：14－15)
・主が、ユダヤ人のアリアに対する思いを、世界中のすべ
ての散らされた場所で鼓舞してくださるように。
・彼らのイスラエルへの帰還の道ぞなえのための必要がみ
たされるように。
・主が彼らをこの地に植えてくださり、二度とそこから抜
き取られることがないように。
ナショナルコーディネーター、ディーパ・トーマスとその
チームが行ったインドツアーがもたらした実に感謝しま
す。それによって、インドのクリスチャンはユダヤ人に対
する自分たちの責任に気づき始めました。(イザヤ61：1)
・ツアーの中で主に心を動かされた人たちがその思いに従
い、行動を起こせるように。
・牧師たちを通して、それぞれの会衆のアリアについての
理解が深められ、その預言の成就のために祈るように。
・ムンバイ、マニプール、アンドウラ・プラディシュのユ
ダヤ人コミュニティーに対して効果的なアウトリーチ、ま
た支援が行えるように。
・インドにおいて、強力な祈りのネットワークを築くこと
ができるように。
アラスカのアメリカ原住民－エスキモー－たちにもたらさ
れた大きな喜びと信仰に感謝します。彼らは、アリアの重
要性を理解しました。(ヨシュア1：6)
・アラスカ地域リーダーのマイク＆デニス夫妻のために。
・神に心を動かされた25－30人のグループの人たちの為
に。彼らは神の計画の中の自分たちの役割を求めてます。
・主がこの地域にアリアに関する神の特別な計画と目的に
ついて明らかに示してくださるように。(エレミヤ33：3)
南アフリカからのアリアの数が、2007年から2008年にか
けて2倍になったことに、またその大きな助けとなってユ
ダヤ人局との良きパートナーシップに感謝します。
・元日に帰還した80人のユダヤ人たちが、約束の地に根を
下ろし落ち着いて暮らすことができるように。
感謝します。主はアメリカからアリアをするユダヤ人の数
も増やしてくださっています。
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とりなし手：エルサレムに集まる
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。
（イザヤ60：1－2）

イザヤ60：1－2は、今年の1月、 に祈り、神に多くの雨を降らせて
エルサレムで開催されたインター くださるように求めました。ハース
ナショナル・プレヤーカンファレン

の遊歩道は、伝統的にアブラハム

スのテーマでした。
この祈りのイ

シンガポールにて

の尾根と考えられている場所で、 ピーター,アニータ、フィオナ
ベントは、エイヤフ・ベン・ハイム、 彼はそこから初めてモリヤの山を
チャック・コーヘン、
ランス・ランバ 見たとされています。神はそこで ールから新しいとりなし手が、東
ート、ピーター・ツカハラに導か 息子イサクをささげるように彼に 南アジア・オセアニア地域におけ

求めたのです。私たちはそこでア る私たちの働きに加わることにな
とサポートを得て開かれました。 ブラハムの信仰の回復のために り、私たちは大いに喜びました。
れ、
またオフェル・アミタイの教え
彼らとともに立ち、神の民、神の

祈りました。すなわち、純粋な礼

地、そのご目的のためにとりなす

拝、神に対する服従と従順の回復 とつ新しい動きがありました。そ
のための祈りです。最後に私たち れは、イギリスとオーストラリアの

ことができるとは何という特権で
しょう。
オーストラリアから参加した私た

祈りのミニストリーの中で、
もうひ

はネッセトに行き、そこでイスラ とりなし手たちが協力して、イギ
エル政府と選挙のために祈りまし リス系ユダヤ人のオーストラリア

た。

移住に対して祈りのイニシアティ

夜はリーダーシップによる教えが

ブをとろうという計画です。これ

挙、ガザ紛争後の復興、またイス

の御目的の理解”などがありまし

が送り込まれたことが発端となっ

ラエル人の信者などにフォーカス

た。

ています。

イスラエルに向かう途中、私と夫

私たちにとって、このような国際

ち3人は、エルサレムで、1週間の
祈りと礼拝と教えの時を世界中か

あり、毎晩が祝福でした。教えのト は偽りのアリアといえるもので、
過ごしました。朝の祈りのセッショ ピックとしては、“主の日”、“聖書的 1787年、オーストラリアの植民地
ンでは、切実な水不足の問題、選 とりなし”、“イスラエルに関する神 化のために、イギリスから受刑者

ら集まったとりなし手たちと共に

を当てて祈りました。
私たちは1日かけて、エルサレム

のピーター、娘のアニータは、シ

的な祈りの課題に対して、国の枠

ンガポールに立ち寄り、そこのク を超えて協力して行う取り組みは
ルサレムが始まったダビデの町で リスチャンとの出会いや分かち 初めてです。主の御名の栄光が、
は、エサウの霊に対して神が動い 合いを楽しむことができました。 現されますように。
の幾つかの場所で祈りました。エ

てくださるように祈りました。エサ
ウの霊とは、一杯のレンズ豆のあ
つもののために喜んで相続の権



彼らは私たちを温かく愛をもって フィヨナ・スタッケン－東南アジア
歓迎してくださり、私たちに、主の ・オセアニア地域、祈りのコーディ
民をもう一度集めるという神のご

利を放棄した者の霊です。
シロア

計画について分かち合う機会を

ムの池では、給水のいやしのため

与えてくれました。
また、
シンガポ

ネーター

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

出エジプト作戦

アントン＆ナオミ

アメリカから帰還した若い家族たち

ボス トン ・ユ ダヤ 局の 代表 者が
、ア ント
ンと ナオ ミに エベ ネゼ ル を推 薦し
まし
た。 アン トン はモ スク ワで 育 ちま
した
が、 ユダ ヤ人 とし ての アイ デン
ティ ティ
ーは ほと んど 持っ てい ませ んで
した 。彼
の両 親は 政治 的に 危険 と思 われ
る話 題に
彼が 触れ るこ との ない よう に気
を配 って
いま した 。‘子 供の 頃か ら、 イス
ラエ ル
やユ ダヤ 主義 、ホ ロコ ース ト、
反ユ ダヤ
主義 など に関 心が あり まし が、
「大 ソビ
エト 百科 事典 」の “ユ ダヤ 人” の項
（多 く
はな かっ た） を暗 記す るほ ど読
んだ あと
は、行き詰ってしまいました。

アメリカ合衆国からイスラエルに帰還する人たちが増えています。
これらは
最近帰還した若い夫婦の証言です。

ジェイソン＆レイチェル

築くことが私の長年
「イスラエルで家庭を
イソンが語ります。
の計画でした。」ジェ
出し抜けにこんな思
「4歳の誕生日の頃、
そのときから数年
いを持ち始めたんだ。
たいとしつこく訴
間、イスラエルに行き
らなかった。でも
えたけれど、そうはな
たんだ。思えば、
この願いは消えなかっ
全部、心の中にあ
私がしてきた選択は、
近づくためにして
った最終的なゴールに
この学校でヘブル
きたのかもしれない。
仕事はイスラエ
語が学べるのか？この
つのか？今付き合っ
ルに行ったとき役に立
るだろうか？」
エルに喜んで来てくれ
ている女性は、イスラ
たのにはいつも理由
大きな決断をしなかっ
の
こ
る
え
変
を
生
人
も
「で
いった。でもある
“今はその時ではない”と
、
ば
え
と
た
。
た
し
ま
があり
うしてもそこへ
たのです。私たちはど
い
つ
が
気
に
う
よ
る
め
めに貯蓄を
時、目が覚
スラエルへ移住するた
イ
は
ち
た
私
。
と
る
あ
予
移住する必要が
た追加料金は私たちの
運賃に新しく設定され
空
航
、
が
感
た
に
し
当
ま
本
い
は
て
し
の援助に
。ですからエベネゼル
た
し
で
の
も
な
の
幅
ち
大
た
に
想以上
エルで私
よって私たちはイスラ
に
け
助
お
の
様
神
。
す
謝していま
きます。」
新しい家庭を築いてい

22歳 のと き、 ある ユダ ヤ人 グル
ープ と
出会 いま した 。私 はこ の地 下組
織グ ルー
プの 中で 、ヘ ブル 語と トー ラを
学び まし
た。 私は でき るだ け早 くア リア
をし よう
と考 えて いま した が、 198 9年
、私 は、
アメ リカ の大 学の 博士 課程 に受
け入 れら
れ、 学生 ビザ で渡 米す るこ とに
なり まし
た。 しか し、 アメ リカ 在学 中も
、イ スラ
エル で暮 らし たい とい う夢 が消
える こと
はありませんでした。
200 6年 、ナ オミ と私 は結 婚し
、9 ヵ月
後、 息子 のイ ライ シャ ・イ ェフ
ダが 生ま
れま した 。今 、2 人目 の子 供の
出産 を控
えて いま すが 、子 供た ちは イス
ラエ ルで
育て たい と思 って いま す。 そし
て、 今が
その 時な ので す。 その ため に犠
牲を 払う
覚悟 もで きて いま す。 エベ ネゼ
ルの 支援
を受 けて 、移 住す るこ とが 可能
とな りま
した 。私 たち はイ スラ エル を永
久の 家と
する こと がで きる ので す。 皆さ
んの 素晴
らしい働きに心から感謝します。
アントンは2008年9月にアリアを
行い、
すで に帰 還し てい たナ オミ とイ
ライ シャ
と共にイスラエルで暮らし始めまし
た。

エリー＆アリザ

生まれ育ち
とも、ボルティモアで
人
二
は
ザ
リ
ア
と
ー
リ
エ
コーストの生
母の3人までが、ホロ
父
祖
の
ー
リ
エ
。
た
し
ま
過ごし、母の
てイスラエルに2年間
し
と
生
学
。
す
で
り
残
き
する関心は
、私のイスラエルに対
が
た
し
ま
り
あ
も
し
ま
励
エル国内を
。しかし、私がイスラ
た
し
で
ん
せ
ま
り
あ
く
高
見聞きする
行しているうち、私が
旅
て
ね
訪
を
類
親
や
族
家
全うする方
ヤ人としての行き方を
ダ
ユ
、
が
て
べ
す
の
と
こ
私に確認
こと以外にないことを
む
す
に
ル
エ
ラ
ス
イ
は
法
的成長と
私がイスラエルの継続
、
は
れ
そ
。
た
し
ま
せ
さ
なければならないこと
めの積極的な貢献者で
た
の
化
強
の
家
国
ヤ
ダ
ユ
。
を確信させるのでした
と
しています。私たちに
の新しい家を楽しみに
ル
エ
だ
ラ
く
ス
て
イ
し
は
ト
私
ー
と
ポ
ザ
アリ
を貸しサ
私たちの夢の実現に手
。
す
で
時
る
帰
そ
こ
今
って
す。
さった皆様に感謝しま
アリアをしました。
タネルは、2008年9月
ネ
な
さ
小
、
ザ
リ
ア
、
エリー
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



‘私の友’エベネゼル
イーリャは、イスラエルに発つ娘を
見送りにエカテリンブルグ空港に来
ていました。彼はそこで目にしたの
は、オリム（新しいユダヤ人移住者）
たちのために働くエベネゼルの働
き人たちの姿でした。彼は、私たち
がオリムたちをエカテリンブルグま
で送迎するための費用、出発前日
のホテルの宿泊費などを支払う様
子、空港で彼らの荷物を運ぶ姿、チ
ェックインや税関で彼らをサポート
する姿を見て、深く心を打たれまし
た。その時（2000年）から、彼はエ
ベネゼルを彼の‘友’と考えるように
なりました。

ネーターになり、後にそのフルタイ アナトリーとアレクセイは、町に着
ムスタッフになりました。
クルガン

いたこの夫婦に会い、彼らをホテル

州のエベネゼル代表、
ミハイルは、 に案内しました。翌朝、彼らは、夫婦
私は、
この数年間、彼と仕事をする

を空港まで送り、荷物を運んだり、チ

のを楽しんでいます。一緒に、ユダ ェックインの手助けをしました。
ヤ人の漁に出かけることさえありま
す。
」
と言っています。
ミハイルとイー
リャは、合同で集会を開き集まった
ユダヤ人に励ましを与え、アリアを
するように勧めています。
「どこかに

数日後、イーリャからミクハイルに
電話があり、エベネゼルのすべての
支援に対する温かい感謝のことば
が、届きました。

一緒に行くときは、神についていろ
んなことを語り合います。彼は良い
連れで、私たちは何時間でも話すこ
とができます。」
と、
ミハイルは語っ
ています。
2008年、イーリャはアリアをする決

同じ年の10月、教師をしていたイー
リャは、シベリア南西部に位置する
クルガン州、ユダヤ人局のコーディ

心をしました。彼と妻のルドミラは、
何よりも二人の孫娘に会いたがっ
ていました。エベネゼル・エカテリン

ミハイル 前左)とイーリャ
(前

右)

ブルグ出エジプト作戦のリーダー、

• 参考図書のお知らせ
『エチオピアのユダヤ人――イスラエル大使のソロモン作戦回想記』
（鈴木元子訳、明石書店、2005年）定価：2,800円＋税
1991年にエチオピアからのユダヤ人の帰還（ソロモン作戦）を前線で指揮
したイスラエル大使の記録です。
お求めはお近くの書店でご注文ください。残り部数が少なくなっていますの
でお早めに。

•

•

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

(番号）02710-0-55842

Operation Exodus（出エジプト作戦）はエベネゼル緊急

人の人から始まりました。現在では３００人程がチーム

基金の機能を実際的に果たす働きの名称です。具体的な

として働いています。国際的に活動している事務所はイ

働きとしては北の国（旧ソ連諸国）から、またすべての

ギリス本部をはじめ、アメリカ、スイス、ドイツにあり

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

ます。２５カ国に各国代表者と各国支部を置き配置し、

ように助けを与えます。彼らが約束の地に帰還すること

旧ソ連諸国には実際的な働きのために、数多くの活動の

における神の計画と目的を宣言するべく１９９１年に３

拠点を設置しています。

