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ガザからのメッセージ
No.6
「今こうしてメッセージを書いている間も、涙が止まりません。心が苦しいです。ガザの人のこ
とを思うと、胸が張り裂けそうです。今パレスチナ、特にガザで起きていることについて、何をど
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こからどうやって伝えればいいか分りません。この悲しい気持ちをどう表現したらいいのかも分り
ません。今こうしてここに座っている間にも、私の仲間であるパレスチナの人が 5 分に１人死んで
いって、それに対して私は何もできない。本当につらいです。
今ガザで起きていること、そしてそれはいつ私の身に起こるか分らない、このことを思うと、不
安、憤り、悲しみ、そういった感情が次から次に私を襲います。パレスチナ人である、ただそれだ
けで命の危険が常に付きまといます。私が住むベツレヘムでも、他のパレスチナの地域でも、毎日
攻撃が絶えず行われています。毎日多くの人が犠牲となっています。全てのことがただの悪い夢で
あって欲しい、そう願って毎朝起きます。でも現実は現実です。本当に悲惨です。
今このメッセージを読んでいるあなたが、この状況を想像して、思いを馳せてくれることを
願います。
1 分だけでいいので、こんな世界で暮らすことを想像してみてください。何を想い、何を感じ、
どんな行動をしますか？
私が望むのは、パレスチナの人々にとって少しでも良い未
来があること、ただそれだけです。世界中のたくさんの人達
がしているみたいに安全に暮らしたい。子ども達は、子ども
時代を子どもらしく過ごしてほしい。
もうこんな争いはもう十分です。もうたくさんです。」

Watan さん

パレスチナ自治区ヨルダン川西岸地区・ベツレヘムに住む Watan さん

ここ数日「起きる／目が覚める」というものがありません。爆撃音と銃声が毎晩鳴り止まない中
で、恐怖と不安で精神的に休まることがなく、45 分くらい眠れれば良い方という日々を過ごしてい
ます。それに加えて、毎日 20 時間の停電があります。
昨晩、ガザ地域で電気を供給していた唯一の発電所も破壊されました。さらに水不足も深刻です。
空爆と銃撃が絶えない中、飲み水を確保するために水を買いに行くことを強いられています。私の
家でも、食料が底をついてきました。
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今日いつものように、地域の人達をサポートするために教会に行きました。教会には 1,200 人もの人たちが
押し寄せています。みんな家を壊され、行き場がありません。少しでも避難してきている人達のニーズに応え
ることができるように、飲み水や食べ物を配布したり、時には一緒に遊んで少しでも精神的にリラックスして
もらえたらと思っています。けれど、攻撃が激しい時には危険だし、何より死にたくないので私自身も外には
出られません。
これまでの過去 3 回の激しい攻撃を経験してきました。そのどれよりも
今回は激しいです。
ガザ YMCA

Michael さん

Michael さん

毎日ニュースをこまめに確認したり、現地にいる人達と連絡を取った
りと、今起きていることを理解しようと日々努めています。そしてパレ
スチナ、イスラエルともにとても悲しい事態が起きていることに心が
痛みます。
数日前、近くにイスラエルの方が近所に引っ越してきました。今の状
況を聞いてみたら、
「空爆を知らせるサイレンは鳴り止まず、ミサイルが
飛んで来る時は必死に隠れています」と、逼迫した状況を教えてくれま
した。一方で、ガザの友人は、
「ガザではサイレンもならない、隠れる場
所もない。安全であるはずの国連が運営している学校でさえ、攻撃の対
象となった」と伝えてくれました。
今回はパレスチナ自治区の中でも、ヨルダン川西岸地域に住むチェン
ジエージェント*1 の Watan さんからもメッセージが届きました。Watan
さんのように感情に響くメッセージと、同じくチェンジエージェントの
Michael さんの様に冷静に感情をこらえて書いてくれたメッセージの両
方をお届けします。

7 月 30 日
世界 YMCA 同盟
Romulo Dantas

*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。
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＜世界 YMCA 同盟 Romulo 氏を通じて Watan さん、Michael さんからのメッセージ（原文）＞
On the course of days, one would hope that situation tended to get better in the region as attempts for a
cease-fire were on the table but unfortunately did not happen so far.
I keep watching news and trying contact with people on the ground and images are very impressive on
both sides of this conflict. I happened to have neighbors that came just few days ago from Israel and they
have described the fear of the people with constant sirens and having to hide when rockets reaches the
Israeli skies and are intercepted by the anti-missile system. They have done it themselves one night.
On top having news from GAZA, where the impact on lives is being felt in high numbers, I wanted to
know how the people on the other side of Palestine are also experiencing this situation, for that reason, I
contacted Watan, another of our change agents who lives in Bethlehem. Take a look on what she shared:
“I’m writing now and my eyes are full of tears, my heart is aching, and my brain is killing me whenever
I think of our people in Gaza. I don’t know from where should I start writing and expressing my deep
sadness about what is happening in Palestine in general and especially in Gaza. I’m living one of the worst
feelings ever because I’m sitting here and I can’t do anything to my people who are dying every 5 minutes.
I live in a continuous worry, anger and grief because of two reasons: the first one is the situation in Gaza,
and the second one is that what is happening in Gaza could happen to us sooner or later here. Being a
Palestinian means to be in danger every day, hour and second. We have severe clashes everyday in
Bethlehem (the place I live) and in many other Palestinian cities. Everyday we have injured people and
martyrs. I wake up every morning hoping that everything was a nightmare, however, it is not. It is the
horrible reality. I really wish everyone who is reading this to imagine himself/herself in this situation.

Imagine that you are living this life for one minute, what would you do? What would you say? What
would you act and react? Finally, I deeply wish to have a better future for us as Palestinians. We deserve to
live like any other human being in this world. Our children should live their childhood as any normal child.
This suffer should end because enough is enough.”
On the emotion of these words, Michael, another YMCA young leader, a Change Agent, in GAZA
confirms all the concern expressed by those words of Watan by sharing about his day
“I did not wake up from my sleep because I do not sleep well. Sometimes sleep for a few minutes up to a
quarter of an hour because of the psychological physical stress in which we live, the fear and anxiety that
we face every night from the sound of explosions and guns and fighting. We also have to deal with daily
power cuts of up to 20 hours. Last night the main center power center was destroyed, which feeds
electricity to the Gaza Strip, it is likely this will affect us for the whole year. There is also a lack of water
for the region because of the circumstances and we are forced to buy mineral water for drinking and
washing. There is already shortage of food on our house because there is not much available to buy.

Today I went to church just like any other days to provide assistance because it contains nearly 1,200
refugees from individuals whose homes were destroyed completely and does not have any place to shelter
themselves do and I personally volunteer to meet their need and provide all their requirements of water
and food, and I do backstopping psychological them by playing. Some days I cannot go because of the
circumstances, and the risk of death.
I have lived three wars already and this is the strongest one.”
Several messages of solidarity coming from YMCAs all over are reaching our office and we are working
to pass it on to our friends there.
July, 30
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