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エベネゼル緊急基金
祈りのコーディネーター

がはじめに来られるための準備です。今は、主イエスの再
臨の準備がなされ、神の御国がこの地に来るための準備
エベネゼルの働きのために何年も祈ってくる中で、私達
がなされています。毎回、神とその民の完全な勝利で終わ
は、ユダヤ人が放浪の地からイスラエルに帰還すること、
っています。」
アリアとなるための祈りが、現在、深刻なチャレンジを受
けていて、悪霊的な力によって抵抗を受けていることを体 エベネゼルに対する主の召しは、
このますます緊急を要
験している。
する時代において、破れ口に立ち、神の預言的なことばに
従って、全世界からユダヤ人たちが帰還するために、神と
しかし、
このことは、何年か前にエルサレムでの国際大会
ともに働くことである。
において、
メシアニックジューの牧師のオフェル・アミタイ
によって語られたことばに照らし合わせて見ると、驚くべき 私達は、神のみことばに基づいて祈ることの大切さを学ん
ことではない。
でいる。
また、エレミヤ書1章１１－１３節にあるように、
主ご自身がみことばを実現しようと見張っておられるので
彼はこう述べていた。
「アリアは、中東対立の中心にありま
ある。
アーモンドが花を咲かせる見るとともに
（これは、注
す。
アリアは、神の主導によって、神の約束によってなされ
意深くあること、活動、冬の終わりに咲くことをあらわす）
るものであり、それは、必ず天と地の両方に衝突をもたら
エレミヤはまた煮え立っているかまが傾いている、つまり、
すものです。
イスラエルの回復はいつも、神の計画におい
戦いが始まるのを見ていたのである。
て、次の段階のしるしとなっています。出エジプトの後に、
トーラー、創世記から申命記までの神の土台のみことば みことばが成就するための「見張り人」
としての立場を私
がもたらされました。バビロンから帰還した後に、
ことばが 達がとるなら、聖霊の導きの中で、あらゆる範囲の祈りが
人となるための準備がなされました。－主イエスキリスト 私達に開かれるということを知るだろう。聖霊が、
オーケス
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次のような主のことばが私にあった。
「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。」
再び、私に次のような主のことばがあった。
「
何を見ているのか。」
そこで私は言った。
「煮
え立っているかまを見ています。
それは北の
ほうからこちらに傾いています。」

出エジプト作戦

アリア：神の約束の成就
アリアは、聖書のことばで、
「エルサレムに上る」
という意味である。
これは、特に、主の三つの祭りのために宮に「上る」
ことが命じら
れていたことに使われていることばである。
その祭りは、過ぎ越し
（
Pesach）、五旬節（Shavuot）、仮庵の祭り
（Succot）
である。

エレミヤ書1章11-13節

祈りのための資料
祈りこそが、エベネゼルの働きの中
心です。祈りを通してこの働きを支
える方のために、私達は二つの方法
を提供しています。
ひとつは、この季刊誌の中にある祈
りのコーナーです。これは、時間的
に制限があるけれどもこの働きのた
めにも効果的に祈り支えたい、とい
う方のためのものです。ここでは、
祈りの課題、主への感謝、そしてみ
ことばを示しています。
もうひとつは、個人的、またパート
ナーやグループで、この働きのため
に時間をとって祈り支えたい、とい
う方のための資料です。祈りの課
題をeメールで、随時配信していま
す。
さらに深いレベルの祈りに導かれて
いると感じた方は、ぜひ、エベネゼ
ル・ジャパンまでeメールにてご連
絡くださるようお願いします。

現代では、アリア
（aliyah）は、ユダヤ
人が、散らされていたところから故郷
のイスラエルに帰還することを意味
することばとされている。ほぼ２０年
の間、エベネゼルは、ユダヤ人が特に
旧ソ連から先祖の地へ帰還してアリ
アとなるのを援助してきた。

・・イスラエルの散らされた者を取り
集め、ユダの追い散らされた者を地
の四隅から集められる。」
（イザヤ11：
10－12）
という詳しい記述も無視さ
れることになる。バビロンからの帰還
は有効ではなくなる。
というのも、
それ
は、ただ北東からの方向に過ぎない
からであり、それは一度目のことに過
ぎないのである。

イザヤはまた、
この2度目に散らされ
1948年５月14日に、
イギリスがパレ たものたちが集められるのは、国々
「旗」
としてあらわ
スチナに対する責任回避をしたこと からのものであり、
これがまさに今日にあて
により、ユダヤ人が国家を建国する されている。
はまるのである。
全世界が、地中海
機会が与えられた。ディビッド・ベン・
グリオン首相の指導の下、イスラエ 東に位置するこの小国を認識してい
しかしながら、
「旗」は、ヘブライ語
ル国家によって初めて出された法令 る。
こ
は、帰還に関する法律で、すべてのユ の‘nes’ということばからの翻訳で、
れは’奇跡‘とも訳されるこ
とばである。
ダヤ人は歓迎されるだけでなく、故郷
に帰還し定住することを励ますもの これは、神が今なさっているわざを表
す的確な表現ではないだろうか。
だった。
伝統的な聖書の解釈では、ユダヤ人
が故郷に帰還することに関する預言
はすべて、
クロス王の時代に、紀元前
6世紀にバビロンからの帰還におい
て成就した、
とされている。
しかしそ
のようなとらえかたでは、神がアブラ
ハム、イサク、ヤコブとその子孫たち
に約束した土地の「永遠の」契約を認
めることができなくなる。またそのよ
うな考え方は、イザヤが語ったところ
の、
「主は再び御手を伸ばし、
ご自分
の民の残りを買い取られる。
」
「主が、
・

第一次世界大戦が起こるまでの間
に、65000人のユダヤ人がロシアと
東ヨーロッパから先祖の故郷の地
へ、
アリアとなった。1930年代にヨー
ロッパが暗黒の時代を迎えると、アリ
アは急増した。ホロコーストの後は、
生存者は
「パレスチナ」に流出した。
も
っとも、1948年までは、パレスチナへ
の入国はほとんど許可されていなか
ったが。
BBCのエルサレム特派員であるマイ
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故郷を歌う
ウクライナのキエフ地方で集中的な
「フィッシング」
（ 漁）をする中で、エ
ベネゼルチームは毎日５から８の
ユダヤ人家族を訪れ、１００の食
料品の小包を届けることができた。
チームメンバーには、ベイテイヌユ
ダヤ人協会で働く人たちもいた。
こ
の団体は、特に小さな子供を持つ家
族の援助をしている。
タニャはこう言
っていた。
「基本的にほとんどの人た
ちは、オリムとなる可能性のある家
族でした。」
ベイテイヌのスタッフたちは、私達
がユダヤ人の家族と話したり、食料
品を届けるのを見てとても心を動か

されているようだった。そして、彼ら
は、
この働きについて多くの質問を
していた。
彼らは、車椅子の１６歳の女性の
ところを訪れた。タニャによると、
「
彼女がある歌を歌っていたので、私
達のために歌ってくださいと頼みま
した。その歌の歌詞は、ある小さな
国についての歌で、そこでは、夢が
かない将来の幸せと自分の王子を
見つけることができる、
という歌でし
た。それで、私達は、その小さな国は
イスラエルのことですよ、
と彼女に
伝えたのです。」

アリアのための祈りの戦い
2ページからの続き

トラの指揮者のように、私達の祈りをハーモニーを
とれるように導いておられるのだ。
「 見よ。わたしはあなたを鋭い、新しいもろ刃の打
穀機とする。あなたは、山々を踏みつけて粉々に砕
く。丘をもみがらのようにする。
あなたがそれをあお
ぐと、風が運び去り、暴風がそれをまき散らす。
あな
たは
【主】によって喜び、
イスラエルの聖なる者によ
って誇る。」
イザヤ書41：15，16
エベネゼルの働きは、預言的任務を担うとりなしの
働きである。
これは、私達が働きを支え、
アリアのた
めの大路を整える国々のために祈りとりなすことで
ある。聖霊のみちびきにしたがって一致して進む中
で、聖霊がユダヤ人たちを世界の隅々から集める
ための祈りへと導いてくださる。
また、異邦人の教
会が、ユダヤ人の帰還を助けるためにかかわって
いくという主の召しが啓示されるように、私達は主
に求めて祈っていくべきである。
主は私達を祈りに導いておられ、また祈りにおい
て私達とともにいてくださることを約束してくださっ
ている。私達は、聖霊の導きの中で励まされて前進
し、敵に立ち向かい、主が戦いにおいてともにいて
くださることを信頼できるのだ。
「強くあれ。雄々しくあれ。彼らを恐れてはならな
い。おののいてはならない。あなたの神、
【主】
ご自
身が、あなたとともに進まれるからだ。主はあなた
を見放さず、
あなたを見捨てない。」
（申命記31：6、
ヘブル人への手紙13：5）
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ケル・エルキンスは次のようにこの奇跡について述べている。
「彼らは、全ヨーロッパ、ロシア、アメリカ合衆国、南アフリカ、
カナダ、アルゼンチン、オーストラリア、イラク、
トルコ、イラン、
チュニジア、モロッコなどからやってきた。彼らは、ほとんどの
人がユダヤ人はいないと思われるようなところからもやってき
たーインド、中国、エチオピアの山やジャングルからもやって
きた。彼らは４２カ国からやってきた。西洋からも東洋からも、
石器時代を思わせるような原始的な部族文化圏からもやって
きた。彼らは、一夫一婦制であったり、一夫多妻制であったりす
る。彼らは、医者、弁護士、商人、金細工師、魔術師、やぎ飼い
たちだ。彼らはユダヤ人だ。みなユダヤ人だった。」
1948年以来、300万人以上のユダヤ人たちがイスラエルに
帰還してきた。1990年代には、100万人ものユダヤ人たちが
旧ソ連を去って、アリアとなった。1991年に設立されて以来、
エベネゼルは何千人ものユダヤ人が約束の地に到達するの
を助け、
イスラエルの神が誰をも残さない、
と約束したこの奇
跡的な働きのための鍵として用いられ続けている。
「
彼らは、わたしが彼らの神、
【主】
であることを
知ろう。わたしは彼らを国々に引いて行ったが、
ま
た彼らを彼らの地に集め、
そこにひとりも残してお
かないようにするからだ。」
（エゼキエル39：28）
M u r r a y
D i x o n
マ レ ー・デ ィク ソ ン
作家・国際的な教師・エルサレムクライスト・チャーチ前牧師
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障害を乗り越えて すべては祈りから
ロシア北部のコーカサスにあるアラニア共和国の地域代表
達は、今回、5人家族が２月末にやっとイスラエル帰還を遂げ
たことをとても喜んでいる。なぜなら、彼らは、自分達のユダヤ
人ルーツを証明する為に4年もの年月がかかったからである。

ガリナ、息子のアレクシー、彼の妻のローナ、そして彼らの娘
達、キラとアンナは、アリアとなるための許可がおりなかった
のでとても落胆していた。
しかし、エベネゼルの代表は彼らに
忍耐するように励まし、神の計画と、神がユダヤ人を自分の
故郷へと帰還させると約束しておられること、
また神にとって
何も不可能はないことを伝えた。
このことにより、彼らは励まさ
れ、すべての必要な書類を整えるに至った。エベネゼルはこ
の過程において、実際的な面で彼らを助けた。そしてついに
その日が来て、彼らは、モスクワのイスラエル領事館から、
ビ
ザを手にして勝利のうちに帰ってきた。

1. アリアのための祈りの戦いと神の約
束の成就
第１コリント人への手紙 15:58
世界中にいる忠実な祈りのパートナーと、ユダヤ
人の帰還のためのとりなしのために献身している
者たち
（旧ソ連やグリーンランドにいる祈りのグル
ープを含む）
を主に感謝します。
祈りの課題:

•

さらに多くの人々が「見張り人」
となる神の召しに
答え、
アリアのためのみことばが成就されるように。

•

私達のとりなし手が、主がユダヤ人の帰還をどの
ように導いておられるか知ることができるように。

•

霊的な突破がもたらされて、
さらに多くのユダヤ人
たちが、神の預言的なことばを聞いて、心の内で、
祖先の地に自分が帰還すべきであることを確信で
きるように。

•

ユダヤ人が帰還する時に、国々に神の栄光があら
わされるように。

いよいよアリアとなる何日か前に、
この家族はエベネゼルにあ
る手紙を渡した。
これがその要約である。
：
「私達は、ある友人から偶然でエベネゼルについて知りまし
た。それまでイスラエルへの帰還を何度も試みてきたのです
が、
どんなにがんばっても無理でした。
ガリナの父親のレブは
中国で生まれ、
ダゲスタンに住んでいました。
ガリナはアゼル
バイジャンで生まれました。
レブは共産党に属していたので、
何年もの間ユダヤ人であることを隠さなくてはなりませんでし
た。
ですから、彼がユダヤ人であることを証明する書類を探す
のは容易ではなかったのです。私達が、約束の地へ帰還する
準備をすることができたのは、ひとえに二人の愛する友人、
ア
ラン・Gとアラン・K（エベネゼル地区代表）のサポートと助け
があったからなのです。
私達は、経済的な困難やいろいろな困難を通りました。そし
て、エベネゼルはいつもそこにいて助けてくれました。
しかし、
もっとも大切だったことは、
この二人の若者が私達を理解して
くれて、親切なことばをかけてくれたことでした。
今、私達は、新しい人生の一歩を踏み出そうとしています。心
からエベネゼルに感謝を表したいと思います。」

2. ロシアからのアリア
エレミヤ 31:8
モスクワベースのスタッフ、ボランティア、奉仕者、
地域代表が、多くのユダヤ人の帰還を助けてきた
ことを主に感謝します。
祈りの課題:
•

モスクワ地域で、ユダヤ人がロシア各地からモス
クワまで旅をし、
そこからイスラエルに向かうのを
助ける時に、奉仕者たちの旅の安全と健康が守ら
れるように。

•

働きの経済的必要がすべて満たされるよう
に。―テルアビブへの飛行機を待つ間のホテル滞
在費用、領事面接、書類準備費用、人道的援助の
働きのための食料や薬など。

•

ユダヤ人団体や地域教会とのよい関係がさらに深
まり、建て上げられるように。

3. イスラエルにおける働き
イザヤ書 57:14
アリアとしてイスラエルに住み始めた人々のため
の特別な必要が満たされることを主に感謝します。
祈りの課題:

ガリナ(真ん中), アレクシ,イロナ そして彼女の娘た
ち, キラとアナはついにイスラエルに到着した。

•

旧ソ連やその他の地域から帰還したユダヤ人が、
イスラエルで適応し生活していくための援助のた
め。主がエルサレムベースのチームを導いてくだ
さり、いろいろな面で助けを必要とする人々の必要
を満たし、励ますことができるように。

•

帰還した多くのユダヤ人たちの願いがかなえら
れ、彼らの家族もイスラエルに帰還して家族がとも
に生活していくことができるように。
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カザフスタンから約束の地へ
涙と喜びの旅

両親の帰還を助けるために
イスラエルからやってきた
ミシャ
（真ん中）

高齢のユダヤ人にとって、住み慣れた土地や
親しい人々を離れてイスラエルへ帰還するこ
とは、たやすいことではない。
しかし、主は彼ら
の帰還をみちびく中、
ご自身の民に慰めを与
えておられる。
ヤコブと妻のネレアは、
ともに７０代であ
る。彼らは、目に涙を浮かべながら、カザ
フスタンを去って、約束の地に向かってい
った。
彼らの息子のミシャが、彼らの帰還の準
備、荷造りを助けるためにイスラエルか
らやってきた。そして、パブロダルからア
ルマティまでの24時間の列車の旅に同
行し、そして両親とともにテルアビブに飛
行機で渡った。
この夫婦は、自分達のアリ
アとなる決心が、子供たちの助けとサポ
ートによって影響を受けたと語った。
彼らの娘は１５年前からイスラエルにお
り、
ミシャは、２００２年にイスラエルへ
帰還していた。エベネゼルもまた、彼らを
励まし、
アリアのプロセスの援助をしてき
た。私達のサポーターの寛大な献金を通
して、家族が祖先の地でともに暮らすこと
ができるようになったのである。

「彼らは泣きながらやって来る。わたしは彼らを、慰めながら
連れ戻る。わたしは彼らを、水の流れのほとりに導き、彼らは平
らな道を歩いて、つまずかない。わたしはイスラエルの父とな

私達にはさらに多くのユダヤ人の家族がイ
スラエルにおいてともに暮らせるようにする
ために、みなさんの祈りと経済的な援助を
必要としています！

ろう。エフライムはわたしの長子だから。」エレミヤ31：9

決心したナターシャ
エベネゼルは、神の特別な民が、祖
先の地に帰還するのを助けるため
に、ユダヤ人協会と協力して働いて
いる。それゆえ、ロシア極東ペトロパ
ブロフスクの前ユダヤ人協会の代
表であったナターシャが、家族ととも
にイスラエルへ帰還することを決め
たのは私達にとって特別な祝福だっ

た。私達は、彼女の息子と娘の一人
が、
しばらく前に学習プログラムでイ
スラエルに行くのを援助していたの
で、昨年１１月に彼女とあと二人の
娘が帰還したときに、家族が再会す
ることができた。彼女の夫は、カザフ
スタンでの仕事の契約を終えた後、
イスラエルへ帰還する予定である。
故郷に向かうナターシャと
娘たち
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モルドバファミリーの喜び

みなさんのおかげで
やっと着きました！
「あなたたちがいなければ、私達はイスラエルへの帰還など思いも
しませんでした。
ましてや、自分達が行って、実際に帰還するなどとは
‘
決して思いもしませんでした。私達は今ここにいるのは、みなさんの
おかげです。」
と、アンナとその家族は、モルドバのチシナウ空港に立ってこう言っ
た。
そして、エベネゼルチームリーダーのパベルに別れを告げた。
「神さまのなさる方法はとても素晴らしいのです。」
と、パベルは言っ
た。彼女によると、エベネゼルが初めてこの家族にコンタクトを取る
ことができた6ヶ月前に、エベネゼルはアンナの母親に会っていた。
彼女は、エベネゼルから話を聞いて励まされ、自分の娘の家族にイ
スラエルへへ帰還できるという話を伝えた。そのことで、
この家族は
興味を持ち、エベネゼルからの励ましもあり、彼らは遅れることなく
帰還を決断するに至った。その後彼らはすぐ準備を始め、エベネゼ
ルは彼らのパスポート取得のための支払いをし、彼らがパスポート
を受け取るとすぐにテルアビブ行きの便を予約したのだ。

イスラエルへ向けて
アナと彼女の家族
右にいるのか彼女の母

「ああ、神、主よ。
まことに、
あなたは大きな力と、伸ばした御腕とを
もって天と地を造られました。
あなたには何一つできないことはあ
りません。 （エレミヤ書32:17）

傾いた家に
別れを告げて
エベネゼルリーダーのパベルが、イスラエル帰還
のためにチシナウ空港へ導いた人々の中に、
「何年
も前に知り合い、アリアとなるのを励ましてきた二
つの尊い家族」がいた。
そのひとつはベルツィー出身の、小さな子供が二
人いる若い夫婦だった。パベルがはじめて彼らに
あった時は、
レオニドと妻エレナ、息子のデニスと
娘のアリナは、
とても古い傾いた家に住んでいた。
彼らは、自分達がイスラエルに帰還するべきだと
は知っていたが、彼らの心にあまりにも恐れと不安
があったため、彼らを説得するのは不可能のよう
に思われた。
しかし、私達は彼らのために祈り続け
た。すると主が彼らの心ですばらしいみわざをして
くださり、彼らは帰還の決断をすることができた。
イ
スラエル領事館においてのはじめての面接で、彼
らはアリアとなる許可を受けることができた。私達
は彼らのパスポート取得の費用を支払い、その後
彼らは約束の地へと飛び立って行った。
パベルと彼のチームは、
もうひとつの家族を１０
年前から知っていた。彼らの訪問をいつも彼らを
暖かく迎えてくれていた。エベネゼルははじめにヤ
コブとライサの息子のイゴルが2000年にアリアと
なるのを助けた。
イゴルの祖母のツィポリアはその
4年後にアリアとなり、イゴルはその両親にアリア
となるように励ましていた。私達のチームも同じよ
うに彼らを励まし続けた。
そして、
その日がやってき
て、ついに彼らは11個の大きなバッグを携えて、
イ
ゴルとともに暮らすため、イスラエルへ向かって飛
び立ったのだ。
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悲劇の中から、
「貧しい乳しぼり女」が
イスラエルの帰還を果たす
ロシアの南西シベリアのオムスクにあるユダヤ人協会からある時エベネゼルに電話がか
かってきた。
それは、
ノボシビルスクのイスラエル領事館に面接に行くために、
ある年配の
女性の旅費をエベネゼルで支払ってもらえませんか、
というものだった。
イスラエルにある祈りのグループの見
張り人たちがその費用を献金した。領
事はただちにガリナにビザを与え、彼
女の話に心を動かされて、テルアビブ
に着いた時に、
イスラエルのテレビ局
の取材を受けるようにも手配した。
ガ リ ナ の 父 親 、イ ス ラ エ ル は 、
1941年、
ドイツとの敵対状態の中でウ
クライナのオデッサで軍人として仕え
ていた。彼は前線に送られたので、自
分の妻と息子は船で避難するように伝
えていた。
しかし、彼らが出発の準備を
していた時に、息子が突然逃げ出した
のだ。彼の母親は息子を探したが見
つからず、結局彼らはその船に乗るこ
とができなかった。が、その船は爆撃
を受けて、沈没した。

戦後、
ガリナの母親はイスラエルの息
子が見つかったと告げられる。その時
はじめて自分に腹違いの兄弟がいた
と知るのだ。人生はガリナにとって辛
いものだった。なぜなら、ガリナは、ユ
ダヤ人であるということのために、母
親の次の夫に暴力を受けていたのだ。
彼はまた自分の妻に対しても暴力を振
るっていた。
ガリナは、結果的に2度結
婚したが、２人の夫に、ユダヤ人であ
ることで侮辱され、
また暴力を受けた。
彼女の3人の娘の一人が、彼女にイス
ラエルへの帰還を勧めたが、彼女は、
こうこたえた。
「私はただの乳しぼり女
なんだ。私は今までずっと農場で働い
てきたんだ。
イスラエルで一体私を必
要とする人がいるものか。
それに、私は
お前をここに置いていけるわけがない
だろう。
」

イスラエルは、家族の死を告げられ
る。戦争の只中、当局はリストにあった
人たちはみな乗船したと推測したと思 ガリナの一番の願いは、
自分の腹違い
われる。彼らは生きていたのだが、
イス の兄弟を探すことだった。彼には一度
ラエルは彼らに二度と会うことはなか も会ったことがなく、今生きているかも
った。彼は、一人残されたと信じて、そ わからなかった。そこで、彼女の娘は、
の後再婚した。
こうして二人目の妻と 「私を待ってて！」
という人気のあるテ
の間にガリナが生まれたのだ。
しかし、 レビ番組のホームページに申し込ん
その後イスラエルは戦死した。
でみた。すると、驚いたことに、彼女の

Operation Exodus（出エジプト作戦）はエベネゼル緊急基金の機能を実
際的に果たす働きの名称です。具体的な働きとしては北の国（旧ソ連諸
国）から、
またすべての国々からユダヤ人がイスラエルの地に戻ることが出
きるように助けを与えます。彼らが約束の地に帰還することにおける神の
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。
現在では３００人程がチームとして働いています。国際的に活動している
事務所はイギリス本部をはじめ、
アメリカ、
スイス、
ドイツにあります。２５
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腹違いの兄弟も彼女を探していたこと
がわかった。彼とその家族は、何年か
前にすでにアリアとなってイスラエル
に住んでいたのだ。今は年金生活なの
で、
ガリナは、彼に会いにイスラエルへ
の旅行をすることはできる余裕はなか
った。
しかしその後、
あるアイデアが浮
かんだ。
「アリアとなればいい！」
エベネゼル代表は、
オムスク鉄道駅に
て、
ガリナに会い、領事との面接のため
にノボシビルスク行きの切符を購入し
た。彼女は、彼女の子供や孫達もイス
ラエルへ帰還する権利がある、
という
ことをチームメンバーから聞かされて
驚嘆していた。領事の面接が無事済ん
だ後、私達は彼女のパスポート取得を
助けた。
そして、３月末に彼女はイスラ
エルへ飛び立って行った。
エベネゼルは、
アリアについての情報
を携えて、彼女の娘たちにコンタクトを
取った。彼女の末娘とその家族は、す
ぐに自分達もイスラエルへ帰還したい
と言った。
ガリナとともに、私達も、彼ら
が祖先の地でガリナと再会できる日を
待ち望んでいる。

この小冊子は支援者とこの働きをまだ
知らない方にへの情報提供を目的とし
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お
り、
このビジョンに賛同された方々の口
コミを通じてもビジョンが他の人たちに
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

