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360度の破壊

　今回最も被害の大きかったガザ市
東部のシジャイヤ地区。奥に入るに
つれ破壊された建物がどんどん増え、
見渡す限り破壊された家が続く場所
がいくつもあります。近くで地上戦
がありイスラエル兵士に犠牲が出た
ため、報復で近隣全体が破壊された
のです。住民の多くは地上戦が始ま
ってすぐに家を捨てて避難をしてい
ますが、突然のことだったため着の

み着のままだったばかりか、それが
何月何日のことだったのかをはっき
り覚えている人はほとんどいません。
真っ暗な夜中にひたすら走ったと言
う人もいました。
　多くの人が日中は破壊された家の
跡に戻ってきています。避難先は
不自由で居場所もないうえに、再建
のための足掛かりを得るために、で
きるだけ現場にいたいからです。不
在の家には持ち主の名前と携帯番号
が書かれた看板が掲げられています。

この辺りにはまだ不発弾が多く残さ
れているかもしれないと言われなが
ら、恐る恐る瓦礫を上りました。
　あたりを見回すと高台にあった家、
3階建など背の高い家ほど壊されて
いるようです。2009年の戦争で破壊
がひどかった地区を見た経験と比較
しても、今回は破壊された範囲が非
常に広いのが分かります。シジャイ
ヤは密集した住宅地だからです。特
に被害がひどいのは東側の国境に近
い地域で、比較的新しく建てられた
建物が多いところです。壊れた家の
鉄筋に引っかかって宙ぶらりんにな
っている車椅子が見えました。高齢
者か障がい者がいたのでしょう。

50日間の集中的な攻撃

　支援物資を受け取った家族をいく
つか訪問しました。あるお宅は封
鎖で職を失ったため、家で縫製の仕
事を始めたばかりの夫婦と10代の
2人の息子の家族でした。その家は
イスラエル軍の基地に使用されたた
め、四方の壁にヘブライ語で方位と
GPS の数字や歩哨の時間割が殴り
書きされ、スナイパー用に壁に穴が
開けられていました。壁が残ってい

この夏のガザへのイスラエル軍の侵攻はこれまでになく激烈で、
現地には多くの犠牲者と破壊が残されています。
パレスチナ子どものキャンペーンでは、戦争中の7月末から
地元のNGOと一緒に支援活動を続けてきましたが、
10月になってようやくガザに日本人スタッフが入ることができました。
戦争後の現地最新報告です。

破壊されたガザで、
子どもと家族を
支えます。
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る部屋も天井には穴が開きすべての
家具がひっくり返され、電化製品は
すべて破壊され、ガラスの破片や衣
類や寝具が散乱して足の踏み場もあ
りません。その中で下を向いたまま
黙々と繕い物をしていたお母さんが
印象的でした。
　「高校を卒業した息子には大学へ
の進学をあきらめさせた」と話すお
父さんが、わざわざ息子に買いに行
かせて私たちに冷たいコーラを出し
てくれました。こんな状況でも来客
をもてなそうとするパレスチナ人の
心意気に感無量です。この家では私
たちの支援以外には何も支援を受け
ていないと聞きました。
　別の家では家族10人が、家の中で
唯一残った台所で寝起きしていまし
た。ここでも瓦礫には全く手が付け
られておらず、その中を家族が裸足
で歩いています。インフラが全て破
壊され電気も水もないのですが、他
を借りるお金がないのでここにいる
そうです。「17歳の娘が夜になると
一人だけ瓦礫の中に座って眠らな
い」とお母さんは心配していました。
「オレンジ一つ買わずにお金をため
て建てた家が、まだ数年しかたって

いないのに壊されてしまった」とお
父さん。慰める言葉がありません。

病院やインフラも

　破壊されたワファ・リハビリ病院
の跡を見ました。国境に近く、また
ハマス系ということで、寝たきりの
障がい者のための病院が完全に破壊
されています。幸いなことに入院し
ていた人々は事前に避難して犠牲者
は出ていないそうです。道路を隔て
たところにジュース工場があります。
2009年に訪問した時には、軍事侵攻
によって巨大なステンレスの装置に
開けられた無数の穴を一つ一つ溶接
修理をして、ジュースやケチャップ
を作っていました。封鎖でガラスび
んも入手できないため、エジプトか
ら密輸されたプラスチックの管を膨
らませて作ったペットボトルでした。
その後もガザで唯一のジュース工場
としてガザ産品の普及をめざし、シ
ョールームも開設するなどガザ産業
のシンボルの一つでした。しかし今
回の侵攻で建物は焼け爛れ、装置は
なぎ倒され、瓶が散乱し、すべてが破
壊されていて、もはや再建は不可能
だと感じました。

　南部のハンユニス近郊のカララ地
区。のどかな農村地帯にも戦車が入
っていました。畑は戦車の轍でぐち
ゃぐちゃ、果樹や植物はすべてなぎ
倒されています。地下トンネルを探
して、ミサイルが集中的に投下され
たクレーターが開いています。戦車
の通り道にあった家は破壊されて跡
形もなく、洋服や寝具の入っていた
クローゼットが外にむき出しになっ
ていました。ミサイルなどの破片も
そこここに落ちています。この地域
では、ほとんどの人が早めに避難し
たため、死者の数は少ないとのこと
でしたが、学校も部分的に壊され、ど
こを見ても一面破壊されています。
　小高い丘の上の家は跡形もありま
せんでした。東はイスラエル国境
の向こう側までが見え、反対側には
地中海までが見えます。先祖代々こ
こに住んできたというおじいさんは、
「家は壊されたが、家族は全員無事だ
った。それが何よりだ」と澄んだ目
をして話していました。家族は破壊
された家のそばにテントを立て、日
中はそこで過ごしているそうです。
　クザー地区は南部の住宅地で、イ
スラエル軍が救急車のアクセスを拒

パレスチナ人の死者 2,205人
少なくとも70％が民間人、
521人が子ども、283人が女性

負傷者 11,000人以上

32の病院のうち
6が活動停止、17が破損

4万人の農家に
影響が出た

心理ケアの
必要な子ども 37万人

人口の7割は
食糧支援が必要

戦争中の避難民 50万人
人口の28％
現在も10万人以上が避難生活

家屋の崩壊 18,000軒
約11万人が家を失う

イスラエル側の死者 71人
うち66人が兵士

ガザの被害状況
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否し負傷者が何日も放置されたため、
多くの犠牲者が出ています。メイン
ストリートにあるモスクの大きなド
ームが地面に落ち、巨大な給水塔も
倒されていました。廃墟の中で暮ら
している人たちの視線を痛いほど感
じました。

国際社会は何をしているの？

　当会が2006年に地元のNGOと
一緒に開設したハンユニスのナワー
ル児童館。心理サポートの専門家の
サバハさんと子どもたちが「スケッ
チ」と呼ばれる短い演劇の稽古をし
ていました。「かくれんぼ」遊びがモ
チーフになっています。イスラエル
の爆撃で子どもたちがたくさん倒れ
ているなか、国際社会は何をしてい
るんだ！と少女たちは叫んでいます。
「バン・キムーン、バン・キムーン、ど
こにいる？」。そのうちにバン・キ
ムーン（国連の潘基文事務総長）役
の女の子が出てきて、「ガザだけでな
く世界にはいろいろなことがあって、
私は忙しいんだ！」と反論をするの
です。「バン・キムーン、バン・キムー
ン」という叫びの中でお芝居は終わ

ります。ちょうどカイロでガザ復興
の国際支援会議が開かれて各国が集
まっている最中で、翌日には潘基文
氏自身がガザ入りをしました。筋書
きは少女たちが作ったそうで、ガザ
に生きる10～ 12歳の子どもたちの
理解力と敏感さには驚くほかありま
せん。

　秋はちょうどオリーブの収穫シー
ズン。児童館の庭で摘んだ緑色の
オリーブの実をつぶしながら、子ど
もたちが収穫の絵を描いていました。
皆とても集中しています。香りが広
がっていてリラックス効果もありそ
うでした。別の部屋では低学年のグ
ループが絵本を使った活動をしてい
ます。おばあさんとオリーブの木の
お話。小さな女の子だったおばあさ
んが大きくなると一緒にオリーブが
大きくなり、おばあさんの食べ物や

生活に必需のものとなります。指導
員と一緒に低学年の子どもが、「オ
リーブオイル」と発音していました。
オリーブ摘みのビデオを見たり、絵
を描いたり、言葉、文字、文化、生活、
理科などを総合的に学びます。翌週
にはオリーブ畑に遠足に行く予定も
あります。

笑うことのできる場所

　2階ではお母さんたちが集まって、
やはりオリーブ摘みの絵を描いてい
ます。その横でブロックで遊んでい
る親子がいました。家を破壊された
家族です。7歳の男の子と12歳の姉
は7人いる子どもの中で特に戦争の
トラウマがひどいそうで、お母さん
と一緒でないとどこにも行かなくな
って、学校にも行けなくなりました。
夫は無事でしたが、自分の兄弟を亡
くしたというお母さん。「避難先は落
ち着かず、児童館が唯一のよりどこ
ろなので、ここにきて他のお母さん
たちと話をすることで気持ちが晴れ
る、そして子どもと一緒に遊ぶこと
で少し幸せな気持ちになります」と
いうことでした。家をなくした別の

国際社会は何をしているの？
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お母さんは、「子どもも私もここでは
笑うことができます」と話してくれ
ました。
　ホールでは、100人近い母親たち
が心理専門家の話を聞いていました。
戦争による子どもへの影響について
たくさんの質疑が行われています。
黒づくめで眼だけしか出ていないニ
カブとよばれる衣装を着た女性が多
いのですが、皆積極的に質問してい
ます。「パニックを起こした子どもに
対してどう度対処するか？」大人が
動揺したら子どもにそのまま反映す
るので、まずはあなた自身が落ち着
いて、恐怖を克服して対応しましょ
う。子どもがひきつけを起こした時
の応急処置には、こうやって足を高
くしましょう。でも老人や乳児の時
はすぐに病院へ、等々。
　戦争中に「児童館が壊されて、大

好きな先生がいなくなった」夢を見
た少年がいました。ナワール児童館
にまた来られるようになって、もう
怖い夢を見なくなったそうです。サ
バハさんに話を聞きました。「今回の
戦争は、これまで以上に子どもたち
に影響が出ています。みんなとても
暴力的になっているし、反抗的だし、
学校でも集中できない子どもばかり
です。その傾向は特に小さい子ほど
顕著です。大きな子どもたちは起き
ていることを理解しているし、何度
も経験しているために、克服するや
り方を自分なりに考えているようで
す」。心理の講師のアシュラフさん
は、「80～ 90％の子どもたちは大丈
夫です。復元力を持っています。で
も10～ 20％の子どもたちは深刻な
問題を抱えています」。

ハーシムさん一家の受難

　聴覚障がいの人たちは、一般の人
たち以上に怖い思いをしていました。
日本にも来たことのある、アトファ
ルナろう学校の技術指導員のハーシ
ムさんが戦争中の状況について手話
で話をしてくれました。

　戦争が始まったあと、情報が少な
くなって逃げるタイミングを逸した
こと（ハーシムさんはシジャイヤに
近いトゥファファに住んでいる）。死

ぬ時は一緒に死のうと家族で話した
こと。それでもどんどん戦火が近づ
くので、逃げることにしたが、途中
で逃げられなくなり、空き家に逃げ
込んだこと。そこには食べ物も水も
なくて、7日間ひもじい思いをした
こと。トイレのタンクの水を少しず
つ分けたこと、などなど。手話通訳、
英語の通訳、ビデオ撮影者、コーディ
ネーター、みな涙を溜めて聞いてい
ます。自分たちの経験を思い出した
に違いありません。
　スクールカウンセラーのマリアム
さんに話を聞きました。家を失った
子どもたちは悪夢を見たり集中でき
なかったり、また長期にわたって戦
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争の絵を描き続けるそうです。何人
かの子どもの経験を聞きました。12
歳のアヤは状況が分からないまま
避難することになり、その後戻って
きたら家がなくなっているのを見て
鬱状態になっていました。自分と同
じ聴覚障がいの弟の世話を任されて、
責任感から怖い気持ちを抑えてしま
ったために心理的な負担を抱えてし
まったルバ。家を失った上に不発弾
が爆発して伯父といとこをなくし、
本人も足にけがをしたワリ－ド。食
事中にガス爆弾を受け、のどにパン
のかけらが引っかかって呼吸困難に
なり3週間こん睡状態だったマフム
ード、など。

死を賭しての脱出

　今のガザの状況を短い言葉で説明
するのは非常に難しいものがありま
す。2009年の侵攻後は、被害にあ
った人たちが怒りを込めてよくしゃ
べっていたように思います。しかし
今回は人々の口がとても重かったで
す。種子島ほどの小さな場所が50
日間ほぼ集中的に攻撃を受けたこと
で、人々の緊張度は半端でなかった
のでしょう。疲労感が漂っていまし

た。また破壊がひどすぎて手の付け
ようがない状態に見えます。2006年
から数えると、ガザはこの8年間に4
回の攻撃を受け、それがどんどんエ
スカレートしているのです。
　それでも、7月中からナワールや
アトファルナ、保健連合などの地元
NGOは支援活動を開始していまし
た。ガザの人口の4分の1が避難を
余儀なくされるというこれまでにな
い危機的な状況で、多くの市民も避
難した人たちを自分の家に泊めた
り、食事を振る舞ったりしていまし
た。ガザもかつてのレバノンのよう
に、度重なる戦争状態を経験して、非
常時の人々の対応能力が高くなって
いるように見えます。しかしそれだ
け多くの被害を体験したことを意味
する悲しい経験値です。
　ガザ復興の支援国会議が開催され
支援額が発表されました。また国連
の潘基文事務総長もガザを訪問した
ため、復興という言葉が盛んにメデ
ィアに踊っていましたが、誰も大し
た期待を持っているようには見えま
せん。54億ドルという一見大きく見
える支援金額も、実際にガザで使わ
れるのは半分の27億ドルだけです。

またこの金額は3年間の予算なので、
1年では9億ドルに過ぎません。し
かも支援の「お約束」に過ぎず、実
際にカタールなど大口拠出を約束し
た国が払うのかどうかは不透明です。
2009年の支援約束さえまだ全額は
払われていないのですから。
　非常に気になったのは、若い世代
の人たちがガザから出ていきたいと
強く考えていることでした。ガザの
状況に絶望し、エジプト経由で地中
海を密航船で渡ろうとする人たちが
後を絶ちませんが、先月にはマルタ
沖で船が沈没して一度に500人以上
が行方不明になっています。地中海
ではすでに何千人もが遭難している
そうですが、その大半はガザのパレ
スチナ人とシリアからの難民です。
　ガザの生活と支援は賽の河原の石
積みのように、積んでは壊される、を
繰り返しています。ガザの人たちは
もとより、日本の支援者の皆さまに
も、「またか」という疲労感があるか
もしれません。みんなが希望を感じ
られるような支援を作り出したいと
痛切に思いました。

●食糧支援
7月末～10月中旬。アトファルナレ
ストランでの炊き出し（障がい者
330世帯に週1回ずつ3か月間）

●生活物資配布
7月末～継続中。ナワール児童館
（ガザ南部）、保健連合（ガザ北
部）、アトファルナろう学校（障が
い者）を継続中（1000世帯以上。
調理器具、プロパンガス、衛生用品、毛布など）。

●通学リュックと学用品配布　継続中。南部の小学生（1000人）
●子どもたちの居場所、心理サポート、レクリエーション、軽食などの提供

9月～継続中　ナワール児童館（約400人）、保健連合（500人）、アトファルナろう
学校（300人）他

●農家支援　苗の配布など：11月～継続中（100軒以上）
●国内での行動
キャンドルアクション（7月21日明治公園、左写真）、シューズアクション（8月23日
芝増上寺）。写真展、映画上映会、報告会など。

当会の
支援活動概要


