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エベネゼル緊急基金・ユダヤ人の帰還を助けるクリスチャンの団体
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神の視点でイ
スラエルを見る

目を上げて、あたりを見よ。彼らは
みな集まって、あなたのもとに来
る。あなたの息子たちは遠くから
来、娘たちはわきに抱かれて来る。

イザヤ60章４節
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牧師として私は、長年に渡って、教会がイス
ラエルへのビジョンをなかなかつかむこと
ができないことに対する悩みを抱えてきま
した。仲間のクリスチャンがイスラエルに対
して共感したり、重荷を持つことができない
状況を見ると、私はそれを個人的にとらえて
しまい、傷ついていたのです。その痛みをも
って私は祈りました。しばらくの間、私が祈っ
ていたことは次のようなことでした。

「主よ、あなたが教会の目から置換神学の覆
いを取り除いてくださって、イエスキリストの
御顔にある神の栄光の知識の光を見えるよう
にしてくださることを感謝します。その栄光の
知識の一部は、はじめにユダヤ人に明らかに
されたものです。（ローマ書１章：１６節）」

私は、祈りを肯定的に続けていきたいと願って
います。たとえ、現実はそのようでなかったとし
ても。状況や事実は、真理を変えることはでき
ないのです。しかし、真理は状況や事実を変え
ていくことができます。イエス様は父にこう言
いました。「あなたのことばは真理です。」（ヨハ
ネ17：17）事実としては、教会の一部がイスラ
エルに関して盲目かもしれませんが、真理は、
神は目が見えるようにしてくださることができ
ます。そして、神は、義人の祈りに答えてくださ
るのです。

事実では、人々が私たちにイスラエルについて
語ることをやめるように言っているかもしれま

せん。しかし、真理は、神が私たちにエレミヤ書
３１：１０で次のように命じているのです。

「・・・遠くの島々に告げ知らせて言え。「イスラ
エルを散らした者がこれを集め、牧者が群れ
を飼うように、これを守る。」と。

このようにして、神のみことばの真理が、否定
的な状況に対して勝利を宣言するのです。

教会に与えられた使命を果たすためには、神
の恵みによって神の視点から見るようにされ
ない限り、明確に教会がなすべきことを知るこ
とができません。そして、神のビジョンは世界
全体のためのものでありますが、この神の視
点の中心には、まずキリストがはじめに遣わさ
れたイスラエルの家の羊があるのです。ユダ
ヤ人は、神の目の瞳のような存在なのです。も
ちろん、神様は彼らだけに関心を置いている
のではありません。神様はすべての人々を愛し
ておられます。

神の視点でイスラ
エルを見る 

しかし、ユダヤ人は、神の前に優先的な場所に
置かれているのです。

そうです。神の世界に対するビジョンは広いも
ので、あらゆる国々に対するものであります。し
かし、神のそのパノラマ的な世界への視点の
中心に、イスラエルの民を見出すのです。

ナイジェル・ウードリー
NIGEL WOODLEY

エベネゼル議長
ニュージーランド

国  際　　　

第1面の写真：ギアン・ルカ
（コーディネーター）と妻
が、若い家族がベン・グリ
オン空港に降りるのを助け
ているところ。
USED WITH PERMISSION
WWW.FLIKR.COM/YEHO/
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聖書の中にこう書いてあります。「「いと高き方
が、国々に、相続地を持たせ、人の子らを、振り
当てられたとき、イスラエルの子らの数にした
がって、国々の民の境を決められた。・・・主は
荒野で、獣のほえる荒地で彼を見つけ、これを
いだき、世話をして、ご自分のひとみのように、
これを守られた。」

ローマ書1：16で、使徒パウロは言っています。

「私は福音を恥とは思いません。福音は、ユダ
ヤ人をはじめギリシヤ人にも、信じるすべての
人にとって、救いを得させる神の力です。」

私が言いたいのは、神が見るように見るという
ことは、イスラエルだけを見るということでは
なく、イスラエルを神の視点において正しい場
所において見るということを意味しているとい
うことです。これは、ただイスラエルだけを見る
というのではなく、イスラエルを優先的に見る
ということです。ですから、聖霊が世界に注が
れるように祈る時にはいつでも、まず聖霊がイ
スラエルに注がれるようにはじめに祈るので
す。これが、優先的な視点です。

私たちは、自分の教会において宣教資金を配
分する時には、まずはじめにイスラエルのた
めの献金を確保します。（ローマ書15：26，27
）一旦イスラエルのための献金が確保された
ら、残りの分を配分するのです。それが優先的
な視点なのです。

このような視点は必ずしも大きな量を必要と
するわけではありませんが、確かに優先される
ことが必要です。家族の残りの人に食べさせる
前に赤ちゃんに食べさせることは、量の問題で
はなく、優先を意味します。私たちの教会の使
命は、「ユダヤ人がはじめ、そして異邦人へ」と
いうものです。私たちにとっての優先順位は、
イスラエルを支援している働き、特にエベネゼ
ルへの支援が優先なのです。

一旦イスラエルが正しい場所に置かれたら、
神の視点においての中心にイスラエルがある
ことを見るなら、全体像がぼやけずにくっきり
と見えるようになるのです。なぜなら、視点が
正しい位置に焦点があっているからです。です
から、神の視点でイスラエルを見るように努め
ましょう。

ナイジェル（Nigel）は、1982年より、ニュージ
ーランドのヘイスティングにあるフラックス
ミア・クリスチャン・フェローシップ（Flaxmere 
Christian Fellowship）の牧師を務め、彼は
また現在エベネゼル出エジプト作戦のニ
ュージーランド議長を務めています。また、

「Holocaust Exposed – The Biblical Account 
of the Jewish Tragedy (あらわされたホロコ
ーストーユダヤ人悲劇の聖書的な解説)」とい
う本の著者でもあります。この本は、聖書的
な視点からこの悲劇を説明した本です。

アリヤー(Aliyah)：
ユダヤ人が約束の地、イスラエ
ルに帰還することを意味します。

ユダヤ機関(Jewish Agency)：
1929年 C.ワイズマンによって創
設され，エルサレムに本部をも
つユダヤ人の国際的機関。パレ
スチナにユダヤ人の本拠を設け
るというシオニストの計画の対
外機関。パレスチナへのユダヤ
移民の監督，ユダヤ系経済組織
の確立などに努める。

オリム(Olim)：
イスラエルに帰還するユダヤ人

用語解説
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私たちは、過去２０年に渡りホロコースト
生存者の支援をしてきました。食料や彼ら
が買うことのできない薬品を配布する人道
的援助のプログラムなどを通してです。１
９９０年代に、ウクライナのオデッサから
のアリヤーのための船を出していた時に
は、イスラエルへの旅行を彼らに無料で提
供しました。
事実、毎年私たちは、「慰めよ。慰めよ。私の
民を」と、イザヤ書４０章１節のみことばか
ら名づけられた特別なプロジェクトを行っ
てきました。そこでは、ナチスのゲットーや
強制収容所を生き延びた人々へ愛とケア
を示す機会となりました。

この年配の人々が、ただ食料品ボックスを
受け取るだけではなく、彼らの家を訪れる
ことによって本当に尊ばれていると感じた
と語っているのを聞いて、私たちはとても
感動しました。ですから、毎年私たちは地域
教会のクリスチャンの兄弟姉妹を招いて、
一緒にホロコースト生存者を訪れ、また第
二次世界大戦中にユダヤ人虐殺が起こっ
た場所を訪れています。

また、私たちは、ウクライナのウマンにある
小さなユダヤ人共同体の支援をしていま
す。これは、弱くて自分で料理ができないホ
ロコースト生存者のためにスープキッチン
を行っていく支援です。このことを通して、
私たちは彼らが前進するよう励ましていま
す。私たちが彼らを訪れるたびに、彼らはそ
のことを感謝しています。

ホロコースト生存者の多くは、高齢と、彼ら
の苦しんだ結果としての健康問題のため
に、アリヤーすることは非常に稀です。です
から、彼らがアリヤーする時、大きな喜びの
時となります！

このことが、最近ホロコースト生存者であ
る夫婦のブラディミルとイリナに起こりまし
た。彼らは以前にも何度もエベネゼルの人
々に会っていましたが、彼らがアリヤーする
決心をした時、彼らがまず支援を求めてき
たのはエベネゼルにでした。
彼らのパスポート申請のための支援や彼ら
をテル・アビブ空港へ送ることなどの支援
をすることは、私たちにとって大きな喜び
であり特権でした。私たちはこの特別な夫
婦を主に感謝し、彼らがイスラエルで幸せ
に生活することができるよう祈ります。

ホロコースト生存
者にとっての喜び

ウクライナ
バディム・ラボチー

VADIM RABOCHIY
東ヨーロッパ地域ディレクター

私たちには、人道的プログラムを効果
的に運営し続けていくために、皆さん
の継続的な財政支援が必要です。

下の写真左側
このような年配のユダヤ人女性
たちは、私たちが食料品ボックス
を携えて彼らを訪れる時に、愛を
受け取っています。

ウクライナ
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ニーナとユリアの姉妹は、東ヨーロッパの
戦闘のために、子供たちを連れて自分の家
から文字通りすべてを置いて逃げなけれ
ばならない状況に追いやられました。彼女
たちが持って行くことができたのは、ただ
おむつと書類だけでした。小さな子供を連
れて行くのでおむつはどうしても持って行
かなければなりませんでした。
何キロもの距離を歩いてから、通りかかっ
た車を運転していた人が彼らを車に乗せ
てカルコフへ連れて行ってくれました。そこ
には、彼らの親戚と父親が住んでいました。
しかし安心したのも束の間、彼らはそこで
は歓迎されているとは感じることができな
かったのです。しかし、私たちは彼らのため
に長期滞在の宿泊場所と食料を提供しま
した。そして彼らに、アリヤーすることによ
って永続的な解決をすることができること
について話しました。彼らは、ぜひイスラエ
ルへ行きたいと願いました。それで、彼らが
イスラエル領事に提出しなければならな
い書類を整えるのを支援しました。

彼らがイスラエルのビザを取得した時大き
な喜びが訪れました。私たちは彼らを空港

まで送りました。そこからテルアビブへ向
かいました。彼らの目には喜びの感謝の涙
があふれていました。神様は、ご自身の約
束に対して忠実なお方です！

神様の忠実さ
を体験する　 

ザンソル
ZHANSOLU

カザフスタンリーダー

6人の男の子を助ける
ドアを強くノックした音で、6人の男の子とその
両親は、私たちが着いたことを知りました。彼
らは本当に貧しかったので、私たちが彼らの
ために持って行ったものー彼らの必要として
いた食料品と子供たちのためのお菓子などー
を本当に感謝していました。中に入ると、この
大家族は、アレクサンダーが１７歳、ユリは１
５歳、グレゴリーは１２歳、バレリー１０歳、エ
ブゲニー６歳、そして一番小さい子はビーチェ
スラフ、まだ2歳でした。上の子供たちはみな
何かが得意のようでした。音楽やダンスや芸
術などです。この男の子たちのすばらしいこと
は、彼らはみな謙遜であるということでした。ま
た彼らはみな夢を持っていました。アレクサン
ダーはイスラエルに留学したいと願っていま
した。

この家族の長であるマヤは、食料物資に感謝
し、また私たちが分かち合った預言者のこと

ば、すなわち神が神の民に約束された地へ帰
還するよう召しておられるということを分かち
合ったことに感謝を表していました。

ヤンヤ
YANYA

ウクライナチーム

ウクライナ

カザフスタン

この男の子たちの一人がイスラエル留学
を希望しています。私たちは、家族全員が
アリヤーできるようお祈りしています。
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初めに、ことばがあった。ことばは神ととも
にあった。ことばは神であった。　ヨハネの
福音書１：１

そのとき、神が「光よ。あれ。」と仰せられた。
すると光ができた。　創世記１：３

主よ。あなたのことばは、とこしえから、天に
おいて定まっています。　詩編119：89

この天地は滅び去ります。しかし、わたしの
ことばは決して滅びることがありません。　
マタイの福音書24：35

昔いまし、今いまし、やがて来られるお方は、永
遠の神、そして助けを与える確かな岩です。こ
の方は私達のいのちです。なぜなら、イエスは
言われました。「『人はパンだけで生きるので
はなく、神の口から出る一つ一つのことばによ
る。』と書いてある。」マタイの福音書4：4

 ﾍ 神様は、みことばを実現しようと、見張って
おられます。（エレミヤ1：12）神様のみここ
ろと一致するように（Iヨハネ5：14，15）祈
るためには、私達は神のみことばを知る必
要があります。神様がみことばを私達の心
に示してくださる時に、私達は神を待ち望
み、みことばを宣言し、それを祈り続ける
必要があります。それがいのちと力、勝利
をもたらします。私達が忠実に目を覚まし
て祈るならば、神の約束と目的は神の方法
で、そして神の時に成就するでしょう。（ガ
ラテヤ６：９）

 ﾍ
 ﾍ どうか次のことを祈り宣言してください。
 ﾍ

 ﾍ ・ 主よ、どうかあなたの教会にアリヤー
を支援する召しがあることをみことばを通
して示してください。

 ﾍ （イザヤ書49：22、イザヤ書60：9－12）
 ﾍ

 ﾍ ・ 私達がユダヤ人とみことばを分かち
合う時に、主が光といのちをもたらしてく
ださいますように。

 ﾍ
 ﾍ ・ これからアリヤーする人々が、イスラ

エルに植えられ、実り多いものとなります
ように。（エレミヤ32：41）

 ﾍ
 ﾍ ・ 私達が前進していく中、主よあなた

のみことばが、足のともしび、道の光（詩編
119：105）として私達をみちびいてくださ
ることを感謝します。私達が、その導きに対
して敏感になり、また従うことができます
ように。

永遠に生きている
みことば　　

アリソン・イーストウッド
ALISON EASTWOOD

祈りのチーム

祈り

アリアー（帰還）は私たちの
祈りの目標です。

6 | エベネゼル　出エジプト作戦 ユダヤ人の帰還を助ける | 7 



永遠に生きている
みことば　　

神様は、エベネゼルイタリアが、アリヤーを支
援するための扉を開いてくださいました。私は
神様が私たちの働きの中でなしてくださって
いること、特にユダヤ人に実際的な方法で愛
を表す機会を与えてくださって感謝していま
す。

私たちのチームの献身は、７月１９日ローマ
からのアリヤー便の見送りのために集まった
熱心な人々の集まりによって明らかにされまし
た。早い便でしたが、私たちは、２０人のオリ
ムを心をこめて見送ることができました。笑い
と喜びがその場を満たしていました。それによ
って、アリヤーすることに対して明らかに緊張
したり心配している人々の心がほぐれたよう
でした。そして、私たちの励ましのことばとほほ
えみによって、彼らの心も落ち着いていきまし
た。

また、この送別会には、ローマのユダヤ人協会
の会長や、ユダヤ機関の代表者たちとカレン・
ヘイソッドや、イスラエルへの出発までの家族
のすばらしい支援をしたエベネゼルヤング・ア
ダルトチームやエベネゼルの地域ボランティ
アも来ていました。

最も印象的だったのは、高熱を出した5歳のモ
ランのためにとりなしの祈りの要請を出した
時に、世界中のとりなし手達が素早く応えてく
れたことでした。その少女の母親のバレンティ
ア（彼女は数年前に夫を亡くしていました）は
苦しんで助けを求めたのです。私たちの叫び
に答えてくださった主に感謝します。モランは、
飛行機に乗るまでに回復し、バレンティアと兄
弟のディビッドは先祖の地での新生活のため
に無事飛び立つことができました。

私は彼らとともに飛行機に乗りました。そして、
テル・アビブのベン・グリオン空港に着くと、そ
こでは歓迎会が催されました。そこで、私はエ
ベネゼルを代表して、これらの新イスラエル国
民に対して、この日が多くの祈りが成就した日
であることを伝えました。このアリヤーを可能
にする支援をしてくださった皆さんにも特別
に感謝いたします。

エベネゼルイタリアは、散らされた民を真の故
郷へ連れ戻すという主のみことばの成就のた
めに、さらに多くのオリムが帰還できるように
準備をしていきたいと思います。

イタリアからの帰還 
イタリア

ジアン・ルカ・モロッティ
GIAN LUCA MOROTTI
イタリア・ディレクター

私たちのイタリアチームが
ローマからのアリヤー便を
思い出深いものにする助け
させていただきました。

左の写真：バレンティアと子
供たちディビッドとモラン
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彼らは主のあとについて来る。主は獅子のよう
にほえる。まことに、主がほえると、子らは西か
ら震えながらやって来る。　ホセア11章10節

若いアメリカ人のユダヤ人の夫婦であるデ
イブとチャナは、明らかに「ほえる」声を聞い
てアリヤーしました。しかしその後にチャレ
ンジが訪れたのです。

私達は、デイブからのEメールを受け取り、彼
らがイスラエルに移住して、そこに住み続けた
いと願っているが、経済的に状況は少し難しい
とのことでした。彼が私達に連絡をしてきたの
は、何らかの形で支援を受けることができない
かと願っていたからです。

それで、私達はすぐに彼らに連絡を取り、もう
少し状況を詳しく教えてほしいと伝えました。
デイブからは次のような返事が来ました。「私
達は今生活がやっとです。すべてがぎりぎりで
す。状況がよくなることを願っています。これが
本当に一時的な状況ならいいのですが。」

私達は、デイブとチャナに、状況は確かにこれ
から改善されるでしょうと伝えました。そして、
彼らが、イスラエルに来て一年目なのに本当
によくやっていると伝えました。私達は彼らを
支部へ招待して、彼らに食料品やその他の支
援品を受け取るように言いました。「それはあ
りがたい。」とデイブは答えました。

チャナは大学で勉強しているので、デイブが一
人で支部へやってきました。彼らはイスラエル
で出会ったそうです。その後結婚してから自分
たちの夢や願いをかなえるために、故郷へと
帰還したそうです。デイブは支援を受けること
ができることを大変感謝していました。私達も、
この若い夫婦をことばと行いによって祝福でき

る機会が与えられたことを心から喜びました。

その後、私達は彼らからうれしいEメールを受け取
りました。

「私達は心から皆さんに感謝したいです。あなた
がたが、イスラエルへの新しい移民たちに与えて
くださったサポートを心から感謝しています。食料
物資や毛布はとても役に立ちました。皆さんの小
さな助けが、非常に役立ちました。本当にありがと
うございました。心をこめて　　デイブ＆チャナ

私達は、イスラエルの主なる神に感謝し賛美を捧
げます。主が私達にユダヤ人がイスラエルへ移住
する支援することができるすばらしい機会を与え
てくださっていることを感謝しています。

 彼らがちょうど必
要としていたもの

アイリス・ゴールドマン
IRIS GOLDMAN
エルサレム支部

どうか夏に到着したばかりの新しいオリ
ム達のためにお祈りください。主が、「彼ら
ととこしえの契約を結んでくださり、・・・彼
らを喜びとし、・・・心を尽くし思いを尽くし
て、彼らをこの国に植えてくださいますよう
に。」（エレミヤ32：40，41）

イスラエル

写真： デイブ＆チャナ
「小さな助けが非常に役立
ちました！」

Find more information & to view the promo fi lm: www.engage-israel.org

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 ：offi  ce@ebenezerjapan.org
http://ebenezerjapan.org/
郵便振替（名称）エベネゼル緊急基金
(番号）02710-0-55842

Operation Exodus USA
PO Box 568 Lancaster 
NY 14086

Phone: 716 681 6300
info@ebenezerusa.org
www.ebenezerusa.org 

Operation Exodus
A ministry of Ebenezer Emergency Fund International

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
還するように支援しています。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。


