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エベネゼル国際緊急基金の働き

「・・・たとい、あなたがたのう
ちの散らされた者が天の果て

にいても、わたしはそこから彼

らを集め、わたしの名を住ませ
るためにわたしが選んだ場所
に、彼らを連れて来る。」
ネヘミヤ記１：９

ブネイ・メナシェ
の帰還
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

エベネゼル

出エジプト作戦

自分の神を知る民
ガザからのロケット攻撃にさらされるテル・アビブ （ 2012年11月）

あらゆる場所で、クリスチャンの価値観がますます放棄されていますが、それに伴っ
て、イスラエルも放棄されつつあります。
ガザ地区からイスラエルへの１０００のロケット砲撃に対する国連諸国の反応は、パ
レスチナ自治政府が「オブザーバー国家」へと格上げされることでした。
Ebenezer Emergency Fund
International
Ebenezer House, 5a Poole Road
Bournemouth, BH2 5QJ UK.
Telephone: +44 (0) 1202 294455
Fax: +44 (0) 1202 295550
enquiries@ebenezer-ef.org
www.operation-exodus.org

悲しいことに教会の動きの中にはイ
スラエルに敵対するものが起こって
います。人々はますます欺かれて、自
分が何をしているかわからなくなって
いるようです。

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://ebenezerjapan.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。

2

では、自分の神を知るものたちはこ
のような状況にあって何をすべきな
のでしょうか。ダニエル書にそのヒン
トのいくつかを見ることができます。
預言者ダニエルは驚くべき啓示を受
け取り、私たちの時代に起こる出来
事について描写しています。また、
「
自分の神を知る人たちは、堅く立って
ことを行う」
（別訳：強くあって偉業
を行う）
（ダニエル１１：３２）という励
ましのことばを語っています。
ダニエルは４人の王のもとで仕えまし
た。そしてその全員がイスラエルの生
ける神を認めました！ダニエル
がダリウス 王
の

もとで、非常に尊ばれた大臣としていたと
き、ダニエルは突然アリアのことに心を向
け始め、聖書のことばを調べ、時を理解し、
イスラエルの民がバビロンの捕囚からイス
ラエルへ帰還するための準備を、祈りと断
食を持って神に願い求めたのです。
（ダニエ
ル９：１−３）
ライオンの穴に入れられたダニエルの話（６
章）は聖書の中でも愛されている話のひと
つです。この出来事は実はアリアに対する
攻撃だったのです。敵は、ユダヤ人の帰還を
阻むためにダニエルを滅ぼそうとしていた
のです。また、この出来事はダリヨス王がダ
ニエルを大臣に任命したすぐ後に起こった
ことでした。ねたみから、ダニエルがユダヤ
人と知った上で、仲間の大臣や太守たちは
彼を除くために悪魔的な策略を立てたので
す。彼らは言いました。
「私たちは、彼の神
の律法について口実を見つけるのでなけれ
ば、このダニエルを訴えるどんな口実も見
つけられない。」
（５節）奇妙な考えですが、
今日これに似たことが起こっていないでしょ
うか。最近の割礼についての議論、土地の
ための契約、エルサレムについての
約束など、これらのものは、
「神の律法」からのも
のではないでしょ
うか。

Daniel in the lionsʼ den.
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インド代表のディーパ(左から4番目) とブネイ・メナシェ族の方々

敵は何とかダリヨス王を言いくるめて
特別な禁令に署名するように仕向け
ました。しかし、その後ダニエルはそ
の禁令について知ってからも、一日に
三度ひざまずいて祈りをささげてい
ました。彼がそのようにしたのは、彼
が自分の神を知っているものであり、
神にあって強い者だったからです。彼
の敵たちは彼を訴えて、
「ユダからの
捕虜の一人」と呼びました。
今日ユダヤ人たちは憎しみに満ちた
表現で、公に屈辱を受けています。そ
して、社会の害虫と呼ばれています。
このような状況によって、７０年から
８０年前にホロコーストが起こったの
です。
ダニエルを助け出そうとして、王はこ
う言いました。
「あなたがいつも仕え
ている神が、あなたをお救いになる
ように。」
（１６節）王がダニエルにつ
いて知っていることはこのことだった
のです！そして、神は御使いを送って
彼を助けました。なぜなら、彼が神
に信頼していたからです。
（２２−２３
節）ダニエルは、自分の神を知ってい
る人として驚くべき模範です。
このように見ていく中で、私たちはな

ぜダニエルがこのような非人間的な
扱いを受けたのか、またそして敵が
何としてもアリアを妨げようとしてい

す。ブネイ・メナシェ族の人々が帰還し
ています！神のご計画を阻むことが
できる者は何もないのです。神は、自

「あなたがいつも仕えている神が、
あなたをお救いになるように。」

ダニエル 6:16

るということを理解することができ
ると思います。私たちはミカエルとガ
ブリエルの介入を通して、天が関わ
ることによって、このサタン的な策略
を阻む必要があったのです。
（ダニエ
ル10：21−11：1）興味深いことに、み
ことばによれば、これら全ての出来事
が、ダリヨス治世の最初の年に起こっ
たのです。
（6章、９章参照）
ダニエル１２章１節には、
「その時、あ
なたの国の人々を守る大いなる君、ミ
カエルが立ち上がる。
・・・」とありま
す。確かにこれは私たちの時代を描
写しています。世界的なアリアに関す
る結果として、イスラエルの全能なる
神が忠実に御自分の選びの民を今帰
還させておられるのです。彼らが今帰
還してきている国の一つがインドで

分の神を知っている人々を用い、彼ら
に偉業をする力をお与えになります。
そして、そこには天からの助けと介入
があるのです。
私たちは、これからの時代のために、
また主が私たちに与えておられる任
務のために、そのような民になる必
要があります。神は私たちが神を深く
知り、そして神に信頼する者となって
ほしいのです。もし神が今あなたに語
っておられるならば、ぜひこの機会に
自分の人生を神に捧げ、神の目的の
ために神に仕える決心をなさってくだ
さい。
マルクス・アーンスト
国際エベネゼル緊急基金
エベネゼル議長

２０１２年11月ボリビアのラパスにおいて、イスラエルのガザ地
区での攻撃に対する反対運動の中で侮辱されたイスラエル国
旗が地面に横たわる
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ブネイ・メナシェ族の帰還
エベネゼル出エジプト作戦は、ユダヤ人団体のシャベイ・イスラエルの働きを支
援しています。そして、ブネイ・メナシェ族が長年のインドでの流浪の後でイスラ
エルへ帰還するのを支援しています。

インド

ブネイ・メナシェ族は、インドの北東国
境付近にマニプル洲とミゾラム州に住
む９０００人ほどの部族で、２７００年
以上前にアッシリア帝国によって国外
追放されたイスラエルの失われた１０
部族の一つの子孫であると主張して
います。彼らの祖先は何世紀もの間中
央アジアと極東をさまよい、その後ビ
ルマとバングラディシュ国境沿いのイ
ンドにたどり着きました。
この追放されていた期間もずっとブネ
イ・メナシェ族の人々はユダヤ教を信
じ続け、安息日を守り、コシェルや、祭
りを守り行い、家族の純粋さの律法を
守って来ました。そしていつの日かイ
スラエルに帰還する夢を持ち続けてい
ました。イスラエルのチーフ・ラビは２
００５年、彼らを失われた部族の一つ
として認めました。シャベイ・イスラエ

ルは、イスラエル政府がビザを禁止す
るまでの間、
１７００人あまりのイスラ
エル帰還を助けました。最近イスラエ
ル政府はその政策を変更し、残された
７２００人のブネイ・メナシェ族の移住
を許可することに同意しています。そ
の後すぐに２７４人の帰還許可が出さ
れました。
最初の53人のブネイ・メナシェのユダ
ヤ人のグループが２０１２年１２月にイ
ンドを発ちました。それは、私が目撃
した中で最も偉大な神の忠実さのみ
わざの一つでした。私が話した若者た
ちは、彼らはいつも親たちから自分た
ちがユダヤ人であることとイスラエル
が祖国であることを聞かされてきたの
で、いつもイスラエルを愛してきた、と
語っていました。しかし、彼らの多くは
貧しい生活をしていたので、イスラエ
ルへ足を踏み入れる希望を持ってい
ませんでした。そのような中で、ちょう
どよい時に神がシャベイ・イスラエル
を彼らのもとに送ってくださったので
す。
「・・・たとい、あなたがたのうちの散
らされた者が天の果てにいても、わ
たしはそこから彼らを集め、わた
しの名を住ませるためにわたしが
選んだ場所に、彼らを連れて来
る。」
（ネヘミヤ１：９）
昨年から、わたしたちは彼ら
がアリアとなることができ
るように特に祈り

インド

コーディネーター

ディーパ

Deepa

続けています。そ
して、信仰によっ
て東からのアリ
アの 聖 書 的 預
言を宣言し
ています。
わたしたち
の目で預言
が成 就され
るの を目撃
することが で
き、大きな励まし
を受け取りまし
た。多くの母親た
ちや子 供たちも
いました。
「・・・その中にはめしい
も足なえも、妊婦も産婦も
共にいる。彼らは大集団を
なして、ここに帰る。」
（エレミ
ヤ３１：８）そこには、大きな喜び
と涙がありました！
バスで空港に向かう間、多くの喜び
と歌がありました。わたしたちは彼
らとともにいることができたことを
特権だと思いました。彼らが新しい
パスポートと航空券を受け取る時、本当に
喜びにあふれていました。１０年前にアリ
アとなったブネイ・メナシェのイェホシュア
は、今イスラエルで警備の仕事をしていま
す。彼は自分の兄弟たちがアリアとなるの
を励ますためにインドを訪れました。彼は
みながイスラエルに帰還して共に喜びを体
験してほしいと願っていたのです。
この人々が移住の手続きをする間、多くの
出エジプト作戦のとりなし手たちが祈って
いました。すべては順調に進みました。主
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「主に感謝せよ。主はまことにいつく
しみ深い。その恵みはとこしえまで。
主に贖われた者はこのように言え。主
は彼らを敵の手から贖い、彼らを国々
から、
東から、西から、北から、南から、集め
られた。」詩篇１０７：１−３

インド

は確かに散らさ
れた民を集めておら
れ、
「牧者が群れを飼うように、こ
れを守って」
（エレミヤ３１：１０）おら
れたのです。

どうか皆さんの祈りと献金を通して
ブネイ・メナシェ族の人々の支援を
助けてくださるようお願いします。
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すべては祈りから
教会のための祈りの焦点
２０１２年第３号参照

•
•

祈り

PRAYER

•
•

エゼキエル37：1−28
エゼキエルは神に骨に預言するよう
に言われ、その通りにすると骨はつ
ながりました。しかしその中には命
がありませんでした。彼はもう一度
息に預言し、聖霊が来て骨に命を
与えるように預言しなさい、と言わ
れました。神がこのことを、御自分
が愛してそのために命を捨てた御自
身の花嫁なる教会になしてくださる
と知って励まされます。
わたし達は今、個人的な告白、悔い
改め、罪を捨て去ること、そしてわ
たし達の祖先の罪の告白に焦点を
合わせています。
（ダニエル９章）
教会のために祈るにあたって、わた
し達は自分の召しにあわせて自分
の人生を吟味する必要があります。
その上で、主がわたし達の心に示し

•
•
•
•
•
•

てくださったことを、地域教会に対
して信仰を持って語っていくのです。
（エゼキエル37：9−10）
祈りの課題：
・わたし達がこのポイントについて
祈る中で、聖霊様がわたし達を導い
てくださいますように。
・聖霊様が示してくださった教会や
牧師たちのために忍耐を持って祈
りとりなすことができますように。
・いのちをもたらす神のことばを
大胆に宣言することができますよう
に。

ブネイ・メナシェのアリア
詩篇126：1−6
わたし達は、インドからすぐにアリア
となる許可を受け取ることができた
人たちを助けた協力者たちとともに
喜びます。彼らの喜びと感謝はこの驚
くべき旅にあふれていました。
わたし達が主に感謝すること：
・イスラエル政府が、７２００人のブネ
イ・メナシェ族の帰還を許可したこと
１２月以来２７４名が無事にイスラエ
ルに帰還したこと。わたし達自身の
目がこの奇跡を見ることができまし
た。
・祈りを持って道備えをした忠実な祈
りのパートナー
祈りの課題：
・帰還した人々が、イスラエルの地に
無事吸収され、無事にイスラエルでの
生活に適応し、イスラエルの地で繁栄
することができますように。
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By Alison Eastwood
アリソン・イーストウッド
国際祈りアシスタントコーデ
ィネーター
・主が新しい住まいを彼らに備え、ま
た彼らのすべての必要を満たしてくだ
さいますように。
・これから帰還する人々の守りと準備
のために。

関わる
申命記6：4−6
若者たちの心に種が蒔かれ、それが
実を結ぶのを見るのはすばらしいこ
とです。主が御自分の弟子たちに投資
されたように、わたし達も次世代に投
資することは非常に大切なことです。
そうすれば、彼らが成長して他の人々
に種を蒔くのです。彼らの熱心さと献
身はわたし達みなを励まします。

神に感謝すること：
・このミニストリーにおける若者の成
長が見られること。
・イスラエル、ウクライナの教育とア
ウトリーチツアーによる実が結ばれて
いること
・世界中の新しいチームがこのビジョ
ンを受け取っていること
祈りの課題
・主がさらに多くの若者たちが関わる
ように召してくださるように。
・若者たちが、このEngage プロジェ
クトを通して、さらに整えられ、励ま
されていくように。
・真理に対してさらに目と耳が開かれ
るように、また行動していく勇気が与
えられ、すべての必要が満たされるよ
うに。
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国際アップデート
日本

エベネゼル日本代表

豊かな遺産の
上に築く
日本におけるクリスチャン人口は0.5％に
しか過ぎませんが、多くのクリスチャンに
イスラエルとアリアに対する理解が与え
られているようです。

そのもそのはず、日本とイスラエルの関
わりは古く、その始まりは1930年代に始

まった熱心な祈りの運動でした。
また、クリスチャンだけでなく国家として
も親ユダヤの歴史があります。
日本はドイツと同盟を結んでいたのでナチ
スと一くくりにされて誤解されがちですが
ユダヤ人を国家として助けました。
１９３８年にナチスの迫害から逃げてきて
満州で立ち往生し凍死しそうになってい
た20000人のユダヤ人を樋口喜一郎将軍
が救出しました。
また日本政府はそのユダヤ人達に日本を
通過することを許可したので、彼らは無事
にアメリカや上海に逃げることができまし
た。そして日本を通過する間は、日本のク

リスチャンたちが彼らの物質的な必要
を満たし、また彼らを慰め励ましまし
た。
エベネゼル日本において祈りのネット
ワークは成長しています。私たちの働
きについて分かち合うときには、まず
聖書の預言的なみことばから始めま
す。神のことばの啓示によってアリア
の働きに対する理解と支援が与えら
れるのです。

国際

２０１１年東京で開催された、アジアメシ
アニックフォーラムで分かち合う機会が
与えられましたが、この大会は日本発の
国際大会で、東アジア諸国に広まったも
のです。また、結果的には今日イスラエル
で活躍する著名なメシアニック・ジューリ
ーダー達を一致に導くほどの影響力をも
ちました。

岡田好弘

by Carlos Santos カルロス・サントス

ブラジル

「共に歩む」

ブラジルコーディネーター

わたし達は今、ブラジルの教会に、わ
たし達と共に歩んでください、とチャ
レンジを投げかけつつ、新しいパート
ナーシップを持ち始めています。日ご
とに主を信頼しつつ、ユダヤ人の帰還
を助けるために主の備えを信頼し歩
み、働いています。わたし達はもっと神
の臨在が、そして神の奇跡が必要であ
ると気づかされています。
２０１２年に、わたし達は初めて旧ソ

連、ブラジル、ウルグアイ、ベネズエラからの
アリアを助けるための献金を捧げることが
できました。また、わたし達の支援者からの
経済的なサポートにより、ベロ・ホリゾンテ
に住むユダヤ人の年配の女性の白内障の手
術を助けることができました。彼女は白内
障を患っていましたが、４年の間手術を受け
られずにいたのです。

ジルにおいて導いてくださっているのを感
じます。今年さらにこの働きが成長してい
くことを期待しています。

わたし達は、主がアリアの働きをブラ
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「エベネゼルのおかげで、わたし達双子は
また再会できました！」
By Shirley Lawrenson

イスラエル

わたしたちの事務所で出会う本当に多くのユダヤ人の方々が、慰め、だきしめら
れ、話を聞いてもらう必要があります。そしてわたし達が気遣い、必要を満たす
ためにここにいることを示す必要があるのです。中には、わざわざイスラエルへ
の帰還を助けてもらったことを感謝するために訪れて来る方もいます。

キャロリンは2年前にアメリカのエベ
ネゼルの支援によってアリアとなりま
した。彼女は、エベネゼルの団体が
イスラエルに来ると聞いて私に連絡
をして来ました。彼女は、イスラエル
に帰還して、昔からイスラエルに住ん
でいた双子の妹のジュディーに再会
できたことを、支援してくれた人たち
に直接感謝したいと思っていたので
す。
キャロリンはこう言っていました。
「私たちのタナハには、終わりの時
代に国々から異邦人が来ていろいろ
な方法でユダヤ人を助けると書いてあ
ります。そして肩にかついで故郷へ帰
らせる、とも書いてあります。私は、そ
のような愛を示してもらって感謝でい
っぱいです。エベネゼルのおかげで、
私たち双子は長い年月の後でまた再
会できたのです。」

キャロリンとジュディーは国際エベ
ネゼルの支援者の団体がエルサレ
ムに訪れる前に、私たちの事務所
に来ました。この二人はイスラエ
ルで本当に祝福され幸せに暮らし
ていることを分かち合ってくれま
した。キャロリンはアシュケロン、
ジュディーはエルサレムに住んで
いて、定期的に会っては一緒
にエルサレムの道を歩くそ
うです。それは、彼女たち
が長年夢見ていたことで
した。
彼女たちは、国際エ
ベネゼル支援者の
人々に会って、エ
ベネゼルがユダヤ
人の帰還のため
にしているすべ
ての働きに感謝
のことばを述べ

主が彼らを帰還させて
おられます！

シャーリー・ローレンソン
オリム・リエゾン
ていました。彼女たちは、この人々の
親切にふれ、また、たくさんの国々の
人々が、イスラエルを愛しイスラエル
のために祈っていることを知って、感
動していました。

キャロル（左）と双子の姉妹

ジュディー（右）

イスラエルのユダヤ人協会の年間アリアの分析結果に
よると、２０１２年には全部で18,691人のユダヤ人がイ
スラエルに帰還しました。その内訳は：
・
旧ソ連から7,755人
・
北アメリカから3,389人
・
フランスから1,907人
・
ラテンアメリカから925人
・
イギリスから698人―２３％増加
・
イタリアから160人−５１％増加
・
スカンジナビアから48人ー14％増加
私たちは、主が、忠実に、散らされた国々からユダヤ
人たちを帰還させてくださっていることゆえに、主に
感謝します。

Front cover photo: © PA Photos in collaboration with Sword Magazine.

エルサレムよりシャローム！

