JICA シリア事務所

アハバ-ル・カシオン

2009 年 10 月 1 日
第 227 号

★★ 10 月・11 月の予定 ★★
● 離任のご挨拶
【行事予定】
10 月 14 日 21-2 次隊歓迎会

シリア・アラブ共和国に暮らして

10 月 15 日 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動報告会

１９－１

11 月 12 日 日本語ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ（ﾀﾞﾏｽｶ
ｽ大学）
【専門家・ボランティアの動き】
＜離任＞
JV
10 月 13 日 19-2 次隊
・ 村木裕俊（果樹、農業農地改革省）
＜着任＞
9 月 24 日 高橋早苗（経理）
9 月 27 日 内田謙一（ﾌｨｰﾙﾄﾞ調整員）
10 月 2 日 清水浩二（下水道ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）
【事業の動き】
10 月 3 日‐30 日 太陽光ﾊﾟﾈﾙを活用し
た街灯ｼｽﾃﾑ導入計画 第二次現地調
査
10 月 24 日-28 日 第二次地方都市廃棄
物処理機材整備計画基本設計説明
調査
11 月中旬 水資源情報ｾﾝﾀｰ設立計画ﾌ
ｪｰｽﾞ２
＜休暇＞
10 月 6 日-11 月 4 日 富田明子所長
（健康管理休暇）
10 月 9 日-11 月 6 日 都築まさ子ﾎﾞﾗ
ﾝﾃｨｱ調整員（健康管理休暇）
11 月 4 日-11 月 30 日 藤木明代ﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱ調整員（健康管理休暇）

シリアでの２年間はあっという
間だった。わくわくして関空を経
ち、ド バイでの乗り継ぎを経て、
ちょっと不安な気持ちでダマス
カス国際空港 に降り立ったのが
２年前。語学もフスハ(文語)とア
ンミー エ(口語)の違いに戸惑い
つつも、初日から「順応しよう」
と先輩隊員と行ったレストラン
で生水を飲んだのが懐かしい。
シリアでの暮らしは「めっちゃ

楽しかった！」の一言に尽きる。
もちろん楽しいことばかりでは
なかったが、今となっては全てが
セピア色の楽しかった思い出で
ある。何故「めっちゃ楽しかっ
た！」のか？この原稿を書くこと
で私が見たシリア・アラブ共和国
(?!)を想像してもらえたら少し
は伝わるのではないかと思う。
シリアには実に多くの人々が
住んでいる。ここで多くの人々と
するのは、現在「国」というもの
を持っていない人々もこの地で
暮らしているからである。シリア
の基をなすシリア人という人々
がいる。彼らは白人系であったり、
遊牧民系であったり、外見だけで
判断するのは実に難しい。それに
加えて、パレスチナ、クルド、イ
ラク、アルメニア、トルクマンな
ど日本に居れば、その名称すら聞
くことのない人々も多く住んで
いる。そしてこの地に住む人の多
くは、人懐っこく、優しく、繊細
で、 それでいて豪快な一面もあ
り、しつこかったり、単純かと思
いきや複雑 だったり、簡単な表
現で済ませば「実に人間味に溢れ
ている人たち」で ある。

古よりユダヤ教、キリスト教、
イスラム教がこの地で生まれ、エ
ジプト 文明、チグリスユーフラ
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小林 洋太

テス文明の狭間に在り、紀元前の
エジプト王朝 の頃よりラムセス
２世がカルシュの戦いを演じ、こ
の地にパルミラ王朝 が生まれ滅
び、ローマ時代にはローマ帝国の
統治下に置かれ、イスラム 教が
生まれた時代にも争いが在り、十
字軍の遠征があり、モンゴル帝国
のとの争い、オスマントルコ帝国
の支配を経て、西欧の植民地にな
り、 現在に至るまで実に数多く
の争いが起こった。そしてその何
千年の歴史 の中でこの土地は、
文化、宗教、人種が混ざり合い、
それらが共存と競争を繰り返し
ながら今のシリア・アラブ共和国
に辿り着いたわけである。それだ
け多くの因子が複雑に絡まり合
い成立したこの国には、歴史の証
人である遺跡が数多く存在し、先
にあげたような人々が生活し、モ
ザイク的な風俗が形成され、それ
ぞれの文化を誇りに生活してい
る人間味あふれる人たちが、イス
ラム教国家としてのシリア・アラ
ブ共和国に暮らしている。
この地に住む多くの人たちは
イスラム教徒であり、イスラム教
徒は唯一神を信仰し、偶像崇拝は
禁止されており、また飲酒は禁止
されている。しかし、一般に知ら
れては居ないが宗派によっては
過去の偉大な人を信仰の対象と
する人も居れば、飲酒をする人た
ちも居るし、義務とされているメ
ッカへの巡礼を行わない人たち
も居る。それだけでも、義務教育
で習った自分の知識はぶっとん
でしまった。全く目から鱗である。

さらに先に述べたように、実に多
くの遺跡が在り、それらは教科書
に載っている写真ではなく実態
が在り、歴史がある。(円形劇場
で知られている)世界遺産のボス
ラは、ローマ時代に成り立ち、そ
の後イスラム軍への要塞へと作
り替えられ、さらにその後十字軍
への要塞へと移転されたという。
時間の経過とともに増改築が繰
り返され、現在に至るというわけ
である。これも全く日本の義務教
育では知る機会に恵まれなかっ
た。さらに目から鱗である。そし
て私が一番関わってきた「パレス
チナ難民」と呼ばれる人々、恥ず
かしい話ではあるが日本に居る
時の認識としては、イスラエル建
国時に祖国を追われた難民とい
う程度だった。イスラエル建国が
いつかも知らず、どういった経緯
でそのようになったかも知らな
かったのである。そしてさらに恥
を上塗りすると、ほんの少しメデ
ィアを通して見たアフガン難民
の様にテントでの生活をしてい
るとも思っていた。しかし、実際
この地に立ち難民キャンプ地に
赴いてみるとシリアの街とさほ
ど変わらぬ暮らしをしていて驚
き、祖国を追われた経緯を聞き心
を痛め、自分の世界観を改めるこ
とになった。また、彼らと時間を
共にし、家に招かれて家庭料理に
舌鼓したり、彼らの日本観を伺う
ことがあったり、宗教の話をした
り、政治の話もしたり、文化交流
と呼ぶに値するかはわからない
が多くの話をした。このことは私
のシリア観、アラブ観、イスラム
観を構築するのに一役も二役も
かってくれた。このように、ここ
で暮らす人たちとの何気ない交
流や、活動の合間や休みを利用し
て行った遺跡巡り、活動後のパレ
スチナ人宅訪問では、毎回何か新
しいことが発見でき、２年間で何
度驚き、何度目から鱗したことか
わからないくらいに、実体験を基
にした新しい知識を増やすこと

ができたことは、個人的には凄く
嬉しく、充実していたと思える。

そして日々の活動では(２年間
という限られた時間ではあった
が)、それなりの結果は残せたと
思っている。当初の目標は、一人
の「先生」になり帰ることだった。
私が中学生の頃、学校に来た一人
の ALT のオーストラリア人が居
たが、やはりどこか「ゲスト」と
して見ていた。もちろん彼らは英
語の勉強に一役買うことが目的
として来ていたので、楽しい授業
運びを行ったり、手伝ったりする
のが彼らの仕事だったのだと思
う。しかし、私は主役ではないと
しても、一人の先生として赴任し
たと自負していた。当然のことだ
が、語学力は対象となる子供達よ
り劣り、シリアの、
強いては UNRWA
の体育というものを知らないの
で初めから一人の先生として活
動をすることは困難だが、最終的
に子供達から「体育の先生」とし
て見てもらいたいと思っていた
わけである。活動が始まり、日本
人慣れしている私の任地のムー
ドは暖かかった。しかし語学がわ
からないのはやはり致命的であ
り、授業の前の準備運動を行う程
度で、あくまでゲストであった。
その後は時間の経過とともに、
日々の授業で笑ったり、悔しい想
いをしたり、楽しかったり、理不
尽な想いをしたり、嬉しい出来事
が会ったりしたわけだが、全てが
過ぎた今となっては(こんな言葉
でまとめたくはないが)どれも良
い思い出となっている。なかでも
心に残っている場面がある。残念
ながら体育の授業中ではないの
だが、CP(カウンターパート)の時
間割の都合で美術の時間に私一
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人で教室に居たのだが、当然 CP
が居なくなると子供達は騒がし
くなる。私は最初は子供達が自粛
するのを待っていたが結局その
ままの状態が続いたので、席を立
ち子供を捕まえお灸を据え事態
の収拾を図り、その後に「オレは
お前らの友達でもあるが、先生で
もある。学校の外では友達だが、
学校の中では先生だ」と全員に届
くような大きな声で言ったとこ
ろ、子供達は「そうだな、(遊ん
でいた子供達に向かい)お前達が
悪い、先生の言う通りだ」と自主
的に教室が静かな状態に戻り、そ
れ以降、そのクラスでは例え、私
一人でも授業を運営できるよう
になった。

日本の学校を想像すれば、
当然の風景であるが、先ほどの
ALT の先生が一人で教え、日本語
で言った場面を想像すると少し
は、このことをリアルに想像でき
るのではないかと思う。もちろん
現実はそれ以上のものであるの
だが・・・ (笑)。他にも、クラ
ブ活動をしていたときに生徒同
士の会話を聞いたことや、CP と
調整員の田口 FC とのやりとりを
耳にしたとき、たくさんのことが
心に残っている。もちろん活動の
期間内に悩みもしたが、ともあれ、
この２年間の活動(仕事)もプラ
イベートも常に新しい発見に満
ちあふれていたし、シリアで
UNRWA 体育として活動できたこと
は非常に自分の経験になったと
感じている。最後になるが、隊員
活動を円滑に進める為に尽力し
て頂いた田口 FC を初め、在シリ
ア JICA 事務所の職員の方々、強
いては赴任当初から暖かく、心強
い言葉をかけてくれたナショナ
ルスタッフ、そして隊員の皆様に

この場を借りて「ありがとう」と
謝辞を述べたい。

● 活動報告

新たなパレスチナ難民支援
シリア事務所員

2008 年は、パレスチナ難民が
発生してから、60 年になります。
1948 年の第一次中東戦争の影響
を受けて、最初のパレスチナ難民
が発生しました。60 年もの長い
間、難民として生活するのは一体
どういうことなのでしょうか。今
回は、新たなパレスチナ難民支援
の試みを紹介します。
国連の機関として、国連パレス
チナ難民救済事業機関(ＵＮＲＷ
Ａ、「ウンルワ」と読みます)が、
教育、医療、社会サービス、緊急
支援などをパレスチナ難民に提
供しています。難民支援といえば、
国連難民高等弁務官事務所(ＵＮ
ＨＣＲ)がありますが、ＵＮＨＣ
Ｒが世界中の難民に対する支援
を提供しているのに対し、ＵＮＲ
ＷＡはシリア、レバノン、ヨルダ
ン、ヨルダン川西岸地区、ガザ地
区に住むパレスチナ難民という
特定のグループへの支援を提供
している点に違いがあります。
シリアには 9 つの難民キャン
プがあり、約 44 万人のパレスチ
ナ難民が住んでいます。難民キャ
ンプといっても、よくテレビに出
てくるような空き地にテントを
張って避難しているようなキャ
ンプではありません。何しろ、す
でに 60 年も経っているのですか
ら、外観はコンクリートの建物で、
周囲の町並みと大差ありません。
しかし、キャンプ内の生活環境は
ひどく、とても狭い家に住んでい
ます。
シリアでは、アレッポ近郊のネ
イラブキャンプの状況が特にひ
どいと言われています。このキャ

ンプは、そもそも第二次世界大戦
の時に軍が使っていたバラック
(掘っ立て小屋)に 3,000 人のパレ
スチナ難民が住み始めました。当
時は、10-15 ㎡のスペースに 10
人位が住んでおり、家というより
はシェルター（一時避難場所）の
ようなものです。年月が経ち、現
在は 20,000 人の難民が住んでい
ますが、居住環境は依然として劣
悪なままです。

このような状況を重くみて、Ｕ
ＮＲＷＡがキャンプの再建プロ
ジェクトを始めました。そのプロ
ジェクトに、2008 年 3 月に日本
の無償資金協力で 3 億 8,900 万円
(アラブ首長国連邦が４億 8,000
万円、アメリカが１億 5,000 万円
拠出)の支援実施が決まり、学校
建設、住居建設、コミュニティー
センターの整備、難民のいろいろ
な研修活動を支援することにな
りました。
実は、難民の生活環境を改善は、
単純に人道的な観点からだけで
は語れません。「難民」は移民と
違い 、「一時的 に避難している
人々」であり、やがては本国に帰
るという扱いの人々です。そのた
め、避難先にとどまることは、避
難先の国(シリア)にしてみれば
嬉しいことではありません。そし
て、避難してきている人の生活環
境を改善してしまうと、そこに長
く滞在することを許すことにも
なりかねません。また、パレスチ
ナ問題は、アラブ対イスラエルと
いう構図もあり、シリアにいるパ
レスチナ難民の定住化を促進し
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日比野

ているかのような印象を国際社
会に与えると、それをイスラエル
に利用（シリアは、パレスチナ難
民の本国帰還を望んでいないと
言われる）される危険もあります。

このような理由から、長年、難
民の生活環境改善は積極的に行
なわれてきませんでした。しかし、
パレスチナ難民の場合は、事情が
違います。中東和平は、一向に進
展せず、彼らがパレスチナに帰れ
る見通しも立っていません。その
ような中、狭いトタン屋根の家に
60 年間も住み続けているのです。
そこで、シリア政府は、難民が
本国に帰る権利(帰還権)と現在
の生活環境の問題を切り離して
考え、「やがては帰還する人々だ
けれども、現在の劣悪な生活環境
を改善する必要がある」という方
針の下、このプロジェクトの開始
を許可しました。これは、人道的
な観点から、シリア政府としては
大きな決断だったと評価されて
います。

ＪＩＣＡはパレスチナ難民支
援のために長年、専門家やボラン
ティアを派遣、支援してきました。
今後は、ネイラブプロジェクトに
も青年海外協力隊員を派遣して、
難民の自立を促す住民委員会の
強化や青少年育成活動、女性の社
会参画促進を支援していきます。

● 離任と着任のご挨拶

シュクラン！

そして、アハラン・ワ・サハラン！

「世界の人々が広く永くご飯を食べられるように」と志した乾燥地
農業＆国際協力分野でしたので、シリアでの日々はまさに夢の現場
名前：村上真由美
でした。力及ばず、やりきれなかった事も多くありますが、喜怒哀
職種：職員（環境・
楽の日々をご一緒下さったみなさん、これまでシリアで活躍され信
農業・経理担当）
頼や人間関係を構築して下さった方々、本当にありがとうございま
した。シリアという国や、シリアで繋がったご縁に感謝！
名前：木下由佳
職種：JV・理学療
養士

2 年間、たくさんの方にお世話になりました。
みなさんまた会う日までお元気で。

趣味と仕事の一致する得意分野、電子制御の分野に集中して仕事をし
たので良い実験結果を得るたびに年齢を超えてワクワク感を味わえ
職 種： SV ・PLC た。大学のスタッフと JICA 関係の皆さんに感謝。シリアの方々は歴史
インストラクター と宗教にとけこんだ透徹した人生観を持つと感じた。世界の中で多様
性を保つホモサピエンスにはまだ未来がある。
名前：高瀬義彦

指導・監督を務めましたジャンダール電力研修所での火力発電所の運転と保守
に関するイラク人の第三国研修が終了しました。今年度は３カ年計画の TCTP
の最終年度に当り 52 名の研修を行い、
「概ね良好」との研修員の評価を得まし
名前：飯田

宏

た。今回の赴任では、1 年半前の前回に比べシリアにおける日本の知名度が低

職種：SV・ジャン

下して行くことに驚かされました。我国の製品の激減による親日家の減少を食

ダール電力研修所

い止めるには、ボランティアの活動の更なる拡大が必須と思います。また、こ
れを支え鼓舞する事務所の気遣い、心配りも必要となるでしょう。ボランティ
アの皆様が事務所の支援を受けて十二分の活動成果を得られることをお祈り
します。

6 月に着任しました職員の須原です。大学と大学院では街並み保全の勉
強をしていました。ダマスカスやアレッポといった世界遺産の街並み
職種：職員（環境・
があるシリアでの生活が楽しみです。それ以外にも、素敵な街並みを
農業・経理担当）
見つけられましたら、情報共有して頂けると嬉しいです。
名前：須原靖博

名前：高橋早苗
職種：経理

名前：内田謙一
職種：フィールド
調整員

WEB=www.jica.
go.jp/syria/index.
html
E-MAIL=sr_oso_
rep@jica.go.jp

前回個人で遊びに来て以来、２年ぶりにシリアに戻ってこられて幸せ
を感じています。モスクの近くに住居を構え、アザーンが目覚まし代
わりです！経理という細かい仕事ではありますが、日々精一杯がんば
ってまいりたいと思っています。よろしくお願いします。

UNRWA 担当のフィールド調整員として着任いたしました内田謙一と
申します。来年 2010 年 5 月末までの任期になります。
皆さん、宜しくお願いいたします。

お知らせ
本ニュースレター配信ご希望の方は当事務所まで氏名、メールアドレス、JICA との関係（所属）を連絡願います。
編集後記
行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず。イード休みも終わり、朝晩秋を感じる今日この頃です。（Y.I.）
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