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ガザからのメッセージ
YMCA の仲間達と強い絆で結ばれていること、皆さんが私
たちのことを心配してくださっていること、そして迅速な対
応に心から感謝します。
とても残念なことに、今ガザで起きていることは、7 月上

Emergency Support for Gaza

旬に米国コロラド州・エステスパークでみなさんと共に過ご
した世界 YMCA 大会の素敵な思い出、恐怖や支配からの解放
感、そうしたことすべてを私から奪いました。世界 YMCA 大
会からの帰路、イスラエル側からガザへの移動許可が下りず、
大変困難な状況の下にある私の家族が待つガザに戻ることは
容易ではありませんでした。
ガザにいる YMCA の仲間達、怪我を負った人達、引き裂か
れた家族に対して、緊急支援と継続的な支援をすることが、
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私たちに求められているということは確かです。しかし現状では、ガザにいる人々は家から
出ることができません。無線操縦の無人攻撃機は、動いているものを探知し攻撃の対象とし
ているからです。絶え間ない爆撃、ロケット攻撃、空爆のせいで、ガザ YMCA の仲間達に
会うことはおろか、こうして皆さんに手紙を書く時間すら十分に取れません。空爆はすべて
夜間に行われるため、私たちは夜眠ることができません。私自身、自宅にいても全く安心す
ることができません。この様な悲惨な状況を皆さんにこうしてお伝えすることを申し訳なく
思いますが、これが現実です。私たちは、これ以上多くの血が流れること、暴力行為が続く
ことを望みません。
まずはガザ YMCA として緊急支援をみなさんにお願いするべく、なるべく週末までに支
援の依頼内容の詳細を取り決めるよう努めます。
世界各地の YMCA の仲間達、そして総主事の皆さんが、私たちの強い絆を改めて示して
くださっていることに、重ねて心より感謝します。
主のお導きによりこの小さな平和の地に、和平と愛が訪れますよう。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
ガザ YMCA 総主事
Suheil Tarazi

ガザ YMCA チェンジエージェントの Hany Farah さん
右側黄色い T シャツ
7 月上旬アメリカにて行われた第 18 回世界 YMCA 大会にて、各国
から集まったチェンジエージェントと共に活躍されました。
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＜ガザ YMCA 総主事 Suheil Tarazi 氏からのメール 英文（原文）＞
Thank you very much for your prompt action and solidarity. We value your concern and
understanding.

Unfortunately, what is happening in Gaza stole my happiness, joy and

freedom obtained in Estes Park. I was not able to enter Gaza so easily as it was difficult to
receive an exit permit from the Israelis to enter Gaza and join my family under the most
difficult situation.
Certainly, we need to help the Y community in Gaza as well as the injured people and
displaced families to provide immediate needs and after the crisis assistance. To be honest,
people do not move from homes in order to avoid being recognized as a moving objects
targeted by the drone unless there is a necessity doing this.

I am unable to meet with the Y

team neither be able to write longer letters due to the heavy bombardment, rocket launching
and air strikes. We don't sleep during the night as all of the airstrike are launched at night.
I don't feel safe and secured at home! I am sorry for telling these sad stories but this is the
reality. We are sick of bloodshed and violence.
I will do my best to finalize an emergency appeal with the Y team in Gaza to pass it to you,
hopefully before the weekend.
Again, I repeat my respect, appreciation to you and all NGS friends from the Y movement
who have already expressed their solidarity with us.
May Lord bring peace and love to this small piece of land.
Many thanks and Best regards
Suheil, General Secretary,
YMCA Gaza

ガザの子どもが書いた絵
「私には安全に生きる権利がある」と
書かれています。
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