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「私は自宅にいても、落ち着かず安全だと感じることができません。祈り続け、情報収集をし、食

事をし、鳴り止まない爆撃音といつ自宅が標的となるかも分らない恐怖の中でほんの数時間睡眠をと

る、ただただこうして過ごす他ありません。常にこうした爆撃音と恐怖の中にいることは、とても耐

えがたく大きなストレスになっています。 

 

YMCAのメンバーの何人かは、学校を拠点とした地域の人達のサポートの為に動き始めていますが、

ガザ YMCAからは学校には出向かないように、と言われています。国連が運営している学校が攻撃の

標的となったように、同様のことが起こりかねないからとのことです。そんな中でも、他のガザ YMCA

のユースメンバーの Haniさん、Ramiさんを含めた数人は自分たちの意思で、学校での活動をしてい

ます。本当は私もそうしたいのですが、家族が許可してくれませんでした。他の友達と一緒に、食べ

物を提供したりする活動には少しずつ参加し始めています。 

 

平和に暮らし、何に縛られることもなく、自由に旅をし、自由

に活動し、YMCA のユースエンパワーメントの活動にも何の問

題もなく参加する。世界の YMCAのユースの皆さんがしている

ようなこと。それが私の夢です。」 

 

 

Ramy Al-Jeldaさんはガザ YMCAのチェンジエージェント*1の一人です。 

ガザからの出国許可が下りず、アメリカで行われた世界 YMCA 大会*2への参加が実現しなかった中

でも、地域の人の為に、ガザの為になにか役に立ちたいという熱意を、彼との会話の中で感じました。 

8月にカンボジアで行われるユースカンファレンスに参加するはずだった彼の計画も、この状況下で

は叶わぬ夢となってしまいかねません。Ramyさんは、昨年プラハで行われたユースフェスティバルに

チェンジエージェントとして参加してどれほど多くのことを学ぶことができたか、話してくれました。

Ramyさんの中には、希望と生きようとする力が確実にある、と感じました。 

空を見つめる Ramy さんの写真からは、強い意志と夢を抱くたくましさを感じます。Ramy さんは

デジタルアーティストとしての顔も持ち合わせ、仲間達から尊敬され、慕われています。そんな Ramy

さんでも、抑圧された世界で恐怖を常に感じながら生きることを強いられています。 

 

Ramyさんの中にある希望とたくましさ、若者達の情熱が、世界を好転させてくれることを信じ、祈

り続けています。 

 

 

7月 28日 

世界 YMCA同盟 

Romulo Dantas 

 

 

 

E
m

ergency Support for G
aza 

ガザからのメッセージ 
No.5 

 

 
Ramy Al-Jeldaさん 

*1：世界 YMCA同盟によるユースエンパワーメントプロジェクトの一環で、世界の YMCAでユースが一丸となって活動をし、よ

り良い YMCA／より良い社会を作る為に、63か国から 220人の若者たちが選出されました。各々の所属 YMCAでの活動を基

盤としながらも、様々な国際的なイベントや、Web上での研修を受けながらチェンジエージェント同士で切磋琢磨しその良い

影響を、所属 YMCAへ循環させることを目的としています。 

*2：4年に一度、世界各国の YMCAが集結し、これまでとこれからの YMCAを共有し、YMCAの価値や思いを共有する機会です。

今回は米国コロラド州で行われ、83か国から約 1,300人が集まりました。 
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＜世界 YMCA同盟 Romulo氏を通じてガザ YMCA Ramy Al-Jeldさんからのメッセージ（原文）＞ 

Ramy Al-Jelda, another of our Change Agents wrote to me about how are things related to this conflict 

and how it is affecting his daily life. Even after being denied permission to cross the border to join us in the 

USA for the World Council, he kept his motivation for service while watching the deterioration of the 

circumstances in Gaza in the past days. In his plans was also to attend a Youth Conference in India in 

August, a travel that, once more, won’t be possible in the light of the ongoing humanitarian catastrophes 

in the region. 

 

He also says he’s “safe” during our Facebook exchanges and I wonder myself how safe is it while at the 

same time I am watching television and hearing that there is no such place just now. It is just too many 

people for a relatively small geographic area. 

Does he feel safe? 

“To be honest I feel insecure and unsafe at home!. Nothing to do except praying, tracking news, eating 

and a little bit of sleeping hours being afraid of the airstrikes and loud bombardment that may hit my 

home at any time.”  He says. Reflecting on it, I think “safe” can be easily translated to “alive”. 

 

He shares about his “unbearable stress” on his own words, caused by the “horrifying noises of the 

explosions coming from all sides during day and night.” It’s for sure hard to establish any routine to keep 

the mind busy but, under all of that, it is clear to me that the flame of hope is there and very alive. He 

talks about the inspiration he got from the work as Change Agent in the past months and his memories 

from Prague festival.  

 

As I heard and saw that some young leaders of the YMCA are involved in relief activities, I asked about 

his involvement and he says: “YMCA GAZA haven't allowed us to go to schools for psychological support as 

they are afraid of us being in danger because schools can be a target as it happened with the UNRWA 

school… so Hani and Rami and some other youth went to schools by their own and I couldn't make it 

because my family didn't allow me to do so but, I'm kind of involved in distributing some goods and foods 

with my friends”  

 

“ I have a dream to live in peace, move and travel freely and participate easily with youth 

empowerment plans similar to all young people in the Y movement around the globe”  

 

As I look at the picture above from Ramy, looking to the horizon, I see young men full of visions and 

dreams. He’s a digital artist, a very well educated youngster, and a kind person who is respected by his 

fellows in the community yet, a young person feeling the injustices of the world in his skin and heart in 

terrible proportions. 

As we continue to pray and communicate, we hope that those eyes of hope and confidence looking to the 

horizon can lead us to a different reality. 
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