2014/7/26 日本 YMCA 同盟作成

ガザからのメッセージ
No.3
「空爆や爆撃が続く大変困難な状況の中ですが、私は自宅にいて無事です。ただ、ガザ地域全体がそう
であるように、彼自身の自宅にいても『安全』というものは存在せず、恐怖と死を常に感じています。

Emergency Support for Gaza

こうした事態に陥る前、ガザ地域は 1 日 8 時間、電気が通っていましたが、このように状況が悪化した
今、電気は 1 日 2 時間しか通りません。こうして連絡を取り合うことがとても難しい状況です。
一体何が起こっているのか、自分がどんな状況におかれているのかを知るため、可能な範囲でラジオや
インターネットを使い、また近所の人からも情報収集をしています。
大変多くの若い人達が、怪我を負った人、危険な地域から逃れてきた人達のサポートをしています。私
もそのサポートに加わりたいと思うようになり、できれば、明日 25 日からでも早速参加しようと思っ
ています。子ども達の心のケアにも携わりたいです。
私は、意識的に自分自身の心の状態を、良い時とそうでない時にこまめに切り替えいます。しかし一番
辛いのは感情が湧かなくなることです。この争いが終わったら、人々への精神的なケアが欠かせないと
思います。
過去にも 3 度にわたる大きな攻撃が 2008、2009、2012 年と行われてきました。今回の攻撃は、明らか
に今までのものとは異なります。
」

Rami Shuhaibar さん 、23 歳のガザ YMCA のチェンジエージェントからのメッセージです。彼はガザ
YMCA の他の 3 人のチェンジエージェントと共に、世界大会に参加するはずでしたが、ガザのイスラエ
ル側による封鎖が厳しく、残念ながら参加することができませんでした。
情報は錯そうし人々は混乱し、正確な情報を得ることはそう簡単なことではないと思います。そうした
中、Rami さんは電話や Facebook を通じて現状を教えてくれました。
彼自身の安全を確保するのが大変困難な状況にありながらも、誰かの為に行動をする、彼の気持ちと行
動力に心を打たれました。私が今いるジュネーヴ、もしくは皆さんのそれぞれの場所にいながら、今の
ガザや Rami さんの置かれている状況を想像するのはとても難しいことだと思います。Rami さんの誰か
を守るための強さと、人としての素晴らしさが心に沁みます。
最後に Rami さんはこう言って、一旦連絡を終えました。
「この平和で神聖な場所から、いつも皆さんのことを思っています。」

7 月 24 日
世界 YMCA 同盟
Romulo Dantas

Rami Shuhaibark さん
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＜世界 YMCA 同盟 Romulo 氏を通じてガザ YMCA Rami Shuhaibark さんからのメッセージ（原文）＞
In the past days, I have been in touch almost every day with YMCA young leaders from Gaza to get to
know about the situation, their perspectives and to express solidarity in these difficult times.
Rami Shuhaibar, 23 years old is one of those young leaders, a YMCA global change agent whom
recently, alongside other three young leaders, could not take part in our World YMCA gathering because
of the complete closure of borders in the Gaza strip last month.
Rami talks to me from his phone on Facebook and tells me he is safe at home during these very
difficult times. He also says that his home, as everywhere in Gaza, does not have enough safety -therefore, the fear of death is constant.
On a regular day of life electricity is provided for people in Gaza for 8 hours a day but, now, since the
conflict got worse, he reports that electricity is available only for 2 hours. This, of course, makes very
communication difficult.
He gets news of what is going on via radio, via neighbors and via Internet when access is possible. My
best guess is that must be very confusing to be in the middle of all and not exactly knowing all that is
happening.
He tells me that he sees a lot of young people working on humanitarian aid and that he also wants to
be there doing the same and supporting the injured and displaced people.
His wish will become reality tomorrow, July 25, when he plans to start working alongside other people
in humanitarian assistance as well as providing recreation for children.
In the course of all these days I have been amazed by his maturity and behavior during all this. Its for
sure something hard to imagine here from Geneva or in Brazil, from where I come from, and I just
wonder internally how strong he and his people are.
He tells me “I often switch between trying to feel good, and feeling bad. But the hardest part is not
knowing. I think all people, young and old, should get psychological support after this war”
All together, he has lived through, as he can remember at least 3 tragedies of conflict we all see on the
news in the past days. He remembers 2008/2009, 2012 and 2014 is a vivid one in his surroundings just
now.
In his last message, he greets me with the following words:
“Best Regards from the Holy Land, Land of Peace”
July, 24
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