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　2017年はイスラエルによる東エルサレム、ヨルダン川西
岸、ガザの占領の始まりとなる1967年6月の第3次中東
戦争から50年の節目です。さらに、パレスチナ問題その
ものの始まりとなる国連パレスチナ分割決議が1947年11
月に国連総会で採択されて70年の節目でもあります。
　しかし、このような重要な節目を契機として、パレスチ
ナ問題の解決に取り組もうというような空気はいまの国際
社会にありません。一方では、今年、エルサレムへの米
国大使館の移転を公言しているドナルド・トランプが米大
統領に就任しました。ある日、突然、大使館移転を実行す
ると言い出すかもしれません。
　問題の本質には目が向かず、政治家や権力者の勝手な
思惑や思い込みで物事が進み、パレスチナ問題とパレス
チナ人はいつも歴史に振り回されてきました。一年の始ま
りにあたって大きな不安を感じます。
　今回で、このコラムも最後になります。まず、前回触れる
ことができなかったレバノンでのシャティーラ難民キャン
プ以外の活動を見てみましょう。

─シリア内戦によってキャンプを追われる

　2015年11月に、パレスチナ子どものキャンペーン（以
下CCPと略す）の日本人駐在員の案内で、ベイルートか
ら2時間かかるシリア国境に近いベカー高原の「ワーベル
難民キャンプ」を訪ねました。ここにはもともといる800世
帯のパレスチナ難民に加えてシリア内戦の後、シリアから
700世帯の難民が逃げてきて、住んでいます。CCPはこの
キャンプで、現地のNGO「子どもの家」の幼稚園や補習
教室を支援し、子どもたちへの給食も提供しています。さ
らにシリア難民への暖房用の燃料を提供しています。
　キャンプのわきにあるプールに32家族が住んでいまし
た。そのうちの1棟には12家族が板で仕切って住んでい
ます。ベカー高原は冬には雪も降ります。人々が住む簡易
住宅は、屋根はトタンでふかれ、壁はコンクリートブロッ
クのままで、窓からは冷たい隙間風が入ってきます。生後

7日の赤ん坊を抱いていたアビールさんは、ダマスカス郊
外にあるヤルムーク難民キャンプから2012年に3人の子
どもを連れて逃げてきたとそうです。キャンプ生活で4人
目が生まれました。「ここは夏暑くて、冬は凍るほど寒い。
燃料を援助してもらえるのは助かります」と語りました。
　ヤルムークキャンプはかつてビルが建ち並び、10万人以
上が住む「パレスチナ人地区」でしたが、シリア内戦が始
まると、政権軍と反政府勢力の戦場となり、政権軍による
封鎖が続いています。簡易住宅に住む57歳の女性サミー
ラさんは夫とともにヤルムークキャンプから逃げてきました
が、3人の息子たちの家族はキャンプに残っている、という
ことでした。「キャンプは封鎖されていて、外に出ることは
できません」と語っていました。キャンプにはなお2万人近
くが残り、食料や医薬品不足で人道危機が進んでいると
言われます。
　シリアにはパレスチナ難民キャンプが13カ所あり、50万
人の難民がいました。ほとんどすべてのキャンプが内戦の
影響を受け、25万人はシリア国外に出国したとも言われます。
　シリアのパレスチナ難民はシリア人とほとんど同じ権利
を与えられ、公務員としても働いていましたし、ビジネス
を営むこともできました。しかし、内戦によって運命は暗転
しました。

シリア内戦で破壊されたダマスカス郊外にあるヤルムーク・パレスチナ難民キ
ャンプ（撮影：川上泰徳2014年1月）

レバノン
CCP 30年をふりかえる

 70年にわたる苦難を視野に

人間らしく生きるための支援を

パレスチナ子どものキャンペーは昨年、活動を開始して30年になりました。
いままでの皆様のご支援に感謝しつつ活動を振り返る良い機会にあたり
ジャーナリストの川上泰徳さん（元朝日新聞中東アフリカ総局長）にお願いして、
活動現場を訪問して取材していただきました。その報告を数回に分けて
ご紹介してきましたが、今回（ 第4回）が最終回となります。

中東ジャーナリスト  川上泰徳
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CCPがストーブの燃料を支援しているワーベル難民キャンプ
に隣接する簡易住宅で暮らすシリアからきた難民たち。屋根
はトタンでふかれ、冬は寒く、夏は暑い

ワーベル難民キャンプの「子どもの家」にある補習教室CCPが支援しているシリア南部のサイダにあるファミ
リー・ガイダンス・センター
（このページはすべて川上泰徳撮影）

─繰り返されるナクバ

　シリアからレバノンに来たパレスチナ難民に話を聞くと、
「第2のナクバ」という言葉が出てきます。「ナクバ」とはア
ラビア語で「破局」を意味し、1948年の第1次中東戦争
で故郷を追われた混乱のことをパレスチナ人が呼ぶ言葉
です。内戦によって難民キャンプが破壊され、すべてを失
って再難民化したことはまさに新たな「ナクバ」と呼ぶべ
きものです。
　シリア内戦だけでなく、パレスチナ難民は常に戦争・紛
争の犠牲になってきました。1990年－91年の湾岸危機・
湾岸戦争で、イラク寄りの立場をとったとして湾岸諸国か
ら追放され、イラクやヨルダンに移りました。2003年のイ
ラク戦争でフセイン政権が倒れ、混乱が広がると、イラク
にいたパレスチナ人は、イラクからヨルダンやシリアに逃
れました。その後、シリア内戦でシリアを追われることにな
ったのです。パレスチナ難民はこの69年間に何度も「ナク
バ」が繰り返されてきました。
　ワーベル難民キャンプでは「子どもの家」の計らいで、
シリアからきた難民のお父さんたち6人に集まってもらっ
て話を聞くことができました。シリアでは電気工事会社勤
務やタクシー運転手など職業は様々で、弁護士もいました。
みな、口を合わせて訴えたのは「レバノンでは働くことが
できない」ということでした。
　レバノンでは大学教育を受けても70以上の職種につく
ことが禁じられています。弁護士もその一つです。弁護士
のムハンマドさんはダマスカス大学の法学部を卒業し、弁
護士組合に所属し、2005年に自身の弁護士事務所を開
きました。「パレスチナ人はシリアではすべての権利を与え
られていました。レバノンには何の権利もありません」と語
りました。
　お父さんたちの話はレバノンにいても家族を支えること

ができない無力感や焦りがにじんでいました。レバノンで
は働くことができないだけでなく、滞在許可も数か月しか
出ず、長くとどまることはできません。滞在許可が切れれ
ば、不法滞在のまま、交通検問でも逮捕されるのを恐れ
ながら生きなければなりません。シリアを出たパレスチナ
難民はシリアに戻ることもできなくなるそうです。難民とし
て欧米やアラブ世界に行く道も閉ざされています。「この
世界に、私たちパレスチナ人の居場所はありません」と一
人の父親が語りました。

─子ども時代に内戦を経験した世代が親に

　レバノンでのCCPが支援している南部のサイダにある
ファミリー・ガイダンス・センターも訪ね、カウンセリングを
受けている家族や臨床心理士の話を聞きました。センター
では、登校拒否や引きこもり、鬱

うつ

、恐怖、粗暴など様々
な問題を抱える子どもたちについて、精神科医が診療し、
臨床心理士のカウンセリングで支援しています。難民キャ
ンプでの社会的、経済的な困難は、父親の失業や家庭
内暴力ともなり、子どもたちの心にも影響します。シリアか
ら来た子どもたちには家族や隣人、友人の死を間近に見
て、心に傷を受けている例も少なくありません。
　サイダで活動する臨床心理士のモハメド・アラビさんに
話を聞きました。彼が指摘したのは、社会、経済的な問
題とともに、いま親になっている世代は、レバノンのパレス
チナ難民キャンプが戦闘、虐殺、包囲攻撃、イスラエルの
空爆などを受けた80年代に子ども時代を過ごした世代だ
ということです。
　「内戦を経験した世代がいま、両親となっています。彼
らは教育を受けておらず、人が死ぬのを目撃し、空爆や
砲撃を毎日のように経験し、戦いに参加した世代です。そ
のような経験の中で精神的な外傷を受けています。精神
に衝撃を与えた出来事そのものは忘れても、衝撃の影響
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だけが残っていくのです。そのような両親の体験が、子育
てに影響します」
　アラビさんはそう語りました。しかし、国連パレスチナ難
民救済事業機関（UNRWA）の難民に対する精神や心理
面の支援は非常に弱く、さらに難民たち自身もその重要性
を認識していないそうです。
　サイダのセンターでは、母親たちに対する働きかけは行
われていますが、アラビさんは4年前からサイダで父親を
集めて、講習を始めました。暴力を使わないで、妻や子
どもたちとどのように関わるかを理解させます。講習を受
けた父親の中に、言うことを聞かない14歳の息子を銃を
持って追い回し、発砲さえしたという例があったそうです。
「その父親は、息子を従わせるために他の方法を知らなか
ったんです」とアラビさん。全8回の講習の6回目の「息
子との和解」が終わった後、その父親が泣いて息子との
関係の変化を話したそうです。
　その父親は講習を受けて初めて息子と対話することの
大切さを知り、息子と並んで座り、「一緒に話をしようじ
ゃないか」と言いました。息子は「お父さん、どうしたの。
心理士の先生から薬をもらったの？」と聞くので、「そうじ
ゃない」と答えたそうです。父親は初めて息子と人間的な
関係を持つことができたのです。その息子は学校からドロ
ップアウトしていましたが、父親が変わった後、息子も「子
どもの家」の職業訓練に参加し、自立に向けて歩み始め
たそうです。
　サイダのセンターでは2度の自殺未遂をした8歳の少年
とも会いました。少年は深刻な事例としてセンターを通し
て、家を離れて病院に入院するような対応がとられ、状況
はかなり改善したそうです。少年の精神障害の原因の一
つには父親による暴力もありました。アラビさんは少年の
父母に対する働きかけも行い、父親の暴力がなくなったこ
とも少年の症状が改善した要因といいます。
　私が少年の話を聞いていた時に、アラビさんがセンター
に入ってきました。少年が本当にうれしそうにアラビさんと
話すのを見て、二人の信頼感の強さを感じました。この少
年もまた父親が子供時代に受けたトラウマの犠牲者とい
えるでしょう。

─ 70年間繰り返されるパレスチナの悲惨

　過去の衝撃的な記憶は忘れても、その衝撃によって受
けた影響は心に残る、というアラビさんの話は、パレスチ
ナ問題の難しさを教えてくれます。70年の年月の間に、ど
れだけの悲惨な体験がパレスチナ人の上に積み重なり、そ
れがいまのパレスチナ人の子どもたちや若者たちに暗い影

を落としているか、ということです。
　CCPのように市民の支援活動としてパレスチナ問題に
関わるということは、いま起こっている問題だけではなく、
パレスチナの70年で繰り返されてきた歴史の悲惨さと関
わるということだと思います。
　私は2002年に第2次インティファーダのまっただ中で
エルサレム特派員をしていた時、ガザでユダヤ人入植地
の近くでイスラエル軍の車両に対して自爆攻撃をして死ん
だカラムという高校生のことを取材したことがあります。ガ
ザのジャバリア難民キャンプのそばにある高校の3年生で、
1994年にパレスチナ自治が始まった後、日本の援助で建
てられた高校でした。校長は、カラムについて「創立以来
の優秀な生徒だ。学業を続ければ、パレスチナを率いる
優秀な人材になっただろう」と言っていました。そのような
模範的な生徒が自爆で命を絶った後、高校全体がしばら
く異様な空気に包まれた、といいます。彼の死に影響され
て、ハマスの軍事部門に入り、「殉教作戦」に志願してい
るという少年もいました。
　カラムの父親は長年、イスラエルの会社で働き、インテ
ィファーダが始まった後も毎日検問を通ってイスラエル側
に働きに行っていました。祖父は1948年のナクバで故郷
を追われてガザに来た難民第1世代で、自爆したカラムは
孫です。父親は毎日イスラエルで働き、家族を支えている
のに、その息子が占領下のガザでハマスの軍事部門に入
って、イスラエル軍と戦い命を失う。難民第1世代の祖父
の無念さを、孫が引き受けるという図式に思えました。同
じくガザであった自爆攻撃で死んだ大学生を取材すると、
家族や友人宛ての遺書で「この世は虫の羽ほどの価値も
ない」と書いていたことが分かりました。
　ガザは人口185万のうち135万が難民です。人口中央
値は17歳で、世界で最も年齢が低い地域です。ガザは
70年前のナクバと50年間の占領、さらに2007年以来
10年に及ぶ封鎖という三重苦の中で人々は暮らしていま
す。2008年以来3度あったイスラエルによる大規模攻撃
は、今後もおこる可能性は十分あります。私はCCPの支
援活動の現場を見る中で、悲惨な状況にある人たちを外
国から支えるということの意味は何だろうと考えました。

─人間らしく生きる支援が必要

　大規模な攻撃が始まった時の緊急支援はもちろん大切
ですが、もっと重要なのは、ガザやレバノンのパレスチナ
難民の日常的な暮らしの質や精神衛生、教育の向上など
「よりよく生きる」ための支援なのだと実感しました。
　第1回のコラムで取り上げたガザのアトファルナろう学



1986年に活動を開始した市民のNGOです。国籍や宗教、民族にとらわれず、パレスチナと中東地域の平和を願
い、そこに生きる子どもたちが希望を持って成長できるように、教育・保健・福祉分野での支援と人権擁護を進め
ています。また、コミュニティの強化と自立的発展に協力しています。

�会費（年会費）：4,000円、6,000円、10,000円（※ご都合にあわせて、金額をお決めいただきます）
�年に4回の会報「サラーム」や随時のお知らせなどをお送りします。詳しくはお問い合わせ下さい。

ご寄付・募金を常時受付しております。下記の口座にお振込みください。
郵便振替口座 ［00160-7-177367］／みずほ銀行 高田馬場支店 ［普通8030448］
三井住友銀行 目白支店 ［普通6852351］／三菱東京UFJ銀行 目白支店 ［普通0152056］
銀行からの送金の場合は、領収書をお出しするために、ご住所とお名前をメールやファックスなどでお知らせ下
さい。会費のお振込みも上記の口座をご利用下さい。
クレジットカードでもご寄付いただけます。詳しくはホームページ http://ccp-ngo.jp/ をご覧下さい。

パレスチナ子どものキャンペーンは寄付金の税金控除を受けられる認定NPO法人です。税金控除には、当会発
行の領収書をつけて確定申告をして下さい。

特定非営利活動法人 パレスチナ子どものキャンペーン（認定NPO法人）

〒161-0033  東京都新宿区下落合3-12-23 豊ビル4階／Tel 03-3953-1393／Fax 03-3953-1394
Eメール  info@ccp-ngo.jp／ホームページ  http://ccp-ngo.jp/

Face book  パレスチナ子どものキャンペーンnew／Twitter  @ccp-ngo
郵便振替口座 00160-7-177367／みずほ銀行 高田馬場支店 ［普通 8030448］

三井住友銀行 目白支店 ［普通6852351］／三菱東京UFJ銀行 目白支店 ［普通0152056］
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校への支援は、CCPが学校設立から関わってきた事業
で、人々や地域の希望を与える取り組みの例です。地元
の大学にろう者の講座がもうけられるなど、アラブ世界だ
けでなく日本でもないような実践となっています。障害を
持っていても学び、働き、家族を持つという人間らしい生
活を送ることができることを実践することで、周りの社会
にも力を与えることになります。
　2回目のコラムで取り上げたハンユニスのナワル児童館
の子どもたちの活動は、実際に子どもたちが社会問題を
取材して、ラジオの番組として放送するという非常にレベ
ルの高いものでした。シャティーラ難民キャンプの「子ども
家」での幼稚園の歯科検診の取り組みや、サイダでの精
神・心理サポートの取り組みも、人間らしく生きるための
「クオリティ・オブ・ライフ（生活の質）」を向上させようとい
う事例です。それは厳しい状況にある当事者のパレスチナ
人自身が忘れているものであり、考えもしないようもので
もあります。
　パレスチナ支援は現在の苦境を乗り越える支援という
だけでなく、70年間、積み重なってきた悲惨を克服するこ
とも念頭に置かねばならないでしょう。先に紹介した優等
生の自爆について、高校の校長は「あの生徒が日本に招
かれ、短期間でも日本を見ることができれば、目を開かれ
て別の道を歩いたかもしれない」と語ったのが記憶に残っ
ています。日本政府はパレスチナ支援として学校を建てま
したが、それだけでは不十分だということです。

　パレスチナの若者たちが自爆のような絶望的な方法を
とるのは、単に状況が悲惨だからではなく、人間らしく生
きる道が否定されているからでしょう。残念ながらいまの
状況を見ても近い将来に「和平」が実現する展望はなく、
今後も暴力は繰り返されると考えるしかありません。しか
し、占領や封鎖や攻撃が続く状況で、若者たちが人間ら
しく生きることが否定されていれば「この世は虫の羽ほど
の価値もない」という否定的な思いに結び付くのだと思い
ます。
　パレスチナ人が人間的に生きることができないと考える
厳しい状況の中で、人間らしく生きるための事業を支援す
ることで、人々は将来への展望を開くことができるのでは
ないかと思います。レバノンの難民キャンプで内戦の時代
を生き、教育の機会を奪われ、戦うことしか知らない父親
は、息子にも暴力を振るい、人間的な関係をつくることが
できません。レバノンのサイダのファミリー・ガイダンス・セ
ンターでの事業のように、臨床心理士が関わり、対話に
よる父子の関係をつくる手助けをすることで、父と子は過
去のトラウマを克服する一歩を踏み出すことになります。
　その臨床心理士の給料を支援しているのが CCPであ
ることを知って、私は日本人として誇らしい思いがしました。
パレスチナ人を人間として支えるという意味で、CCPのパ
レスチナ支援が、その臨床心理士のような役割を持つこ
とができれば、大きな意味を持つだろうと思います。　　

　（2017年3月）


