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同朋高校２年７組から、がんで苦しむイラクの子どもたちへ
文化祭発表の研究で、劣化ウラン弾後遺
症（小児がん）に苦しむイラクの子ども
たちを知った高校生たち。「自分たちにも
できることを」と 5 日間の街頭募金に取
り組みました。集まった募金は約20万円。
「これを抗がん剤等に」と、研修終了で帰
国するサディーク医師に託しました。
後日、イラクの子どもたち、フサーム医師、
同朋高生の間にメールの交換が。
「日本の若い人たちが遠いイラクのことを

考えてくれていることに、私も元気をも
らいました。」（フサーム医師）
「あなたたちはどんなふうに学校で過ごし
ているの？私は病院で生活してるけど、
あなたたちに覚えていてもらいたいので、
今日は一番おしゃれな服を着てきたの
よ。」（がんの子どもたち）
募金だけで終わらず、英語に苦戦しつつ
も心温まる国際交流へと発展していきま
した。
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2003 年２月、イラク戦争開戦直前にイラクを訪れた小
野万里子代表のよびかけで始まったイラク医療支援は、
多くの方の協力で５周年を迎えることができました。

「伝えること」と「助けること」をテーマにセイブ･
イラクチルドレン・名古屋を結成。７月にはイラク
からアル・アリ医師とジャナン医師を招き講演会や
交流会を各地で開催。バスラを中心に 470 万円分の
抗がん剤などを送り支援を本格化させる。 ナビール医師（放射線科）を招き名古屋市

立大学病院で研修。サディク医師（血液内
科）を招き名古屋大学付属病院で研修。全
国のイラク支援組織と共同して「イラクに
咲く花 in 豊橋 2007」を開催。クウェート
で開催されたイラク復興支援医学会に小野
代表や塩之谷副代表が招かれ参加。

近藤産興（株）の協力を得て高遠菜穂子さんとと
もに中古の足踏み式ミシンや学校の机・椅子
など約 1960 点をラマディの学校へ送る。
クルド医師（放射線科）を招き愛知医科大学
付属病院で研修。

日本に留学経験のあるイラク人ジャーナリスト、
ハッサン氏の協力を得てバビロンなどの病院へ支
援を開始。カリド医師（整形外科）とアッバース
医師（放射線科）を招き愛知医科大学付属病院で
研修。日本での治療を終え、イラクに帰国したアッ
バース君が急死。

イブラヒム医師（循環器科）とアドナン医師（泌尿器科）を招き、あいち小児保健
医療総合センターで研修。イラク攻撃から 5 年となる 3 月 20 日に両医師によるイ
ラク報告会を開催。
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  年間の歩み

◆今年の３月は、イラク戦争５周年という節目の
年でもあり、マスコミ等から感想や意見を聞かれ
る機会が多くありました。イラクの果てしない混
迷状態を前に思うのは「国際社会はイラクにあま
りにひどいことをしたし、今も、し続けている。」
ということです。
◆「大量破壊兵器を持っている」「アルカイダと関
係している」などとして強引に始められたイラク
戦争は、いずれも全く根拠がなく、実際はフセイ
ン体制の転覆を目的としてなされた侵略戦争であ
ることが明らかになりました。

◆しかし、誤った戦争だったといいながら、イラ
クの人々の理不尽に奪われる生命、奪われる人生
について、国際社会の誰も謝罪せずそして責任を
負おうとしないのが現実です。医療支援の現場か
ら見るとその不条理はさらに際だちます。
◆「ごめんなさい。まちがってました。全責任を
もって犠牲者を救います。」と、なぜ言えないの
でしょうか。
◆怒りは胸にしまい、今年も元気に支援活動を続
けます。皆さんからのカンパが頼りです。ご協力
をよろしくお願いいたします。

セイブ・イラクチルドレン・名古屋

代表　小野万里子

「奪われる命に、地団駄を踏む」
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2003 年 4 月 ナシリア母子病院とラマディ総合病院　一般薬 20 万円
  6 月 バグダッド周辺の病院（複数） 一般薬 150 万円
 6 月 バスラ教育病院　抗がん剤 150 万円
 11 月 バスラ母子病院、教育病院　抗がん剤 150 万円
2004 年 5 月 ファルージャ総合病院　抗生剤・外科薬など 200 万円
 10 月 ファルージャ総合病院　抗生剤・外科薬など 60 万円　※JVC と協力
 12 月 バスラ母子病院　抗がん剤など 110 万円
2005 年 2 月 ナシリア総合病院　抗生剤・一般薬 82 万円   ※イラク支援・医療人ネットOSAKA と共同
 3 月 バスラ・ゼネラル病院、教育病院　医療器材を含む医療品 55 万円
  ※イラク支援・医療人ネットOSAKA と共同
 4 月 ナシリア母子病院　抗生剤・一般薬 82 万円   ※イラク支援・医療人ネットOSAKA と共同
 5 月 ヒンディーヤ病院（バビロン） 抗生剤・一般薬 50 万円
 7 月 ムサイブ病院（バビロン） ヒッラ子ども病院外科薬・一般薬 115 万円
 11 月 バスラ・ゼネラル病院　施設改修・医療器材 87 万円
  ※イラク支援・医療人ネットOSAKA と共同
2006 年 8 月 バスラゼネラル病院　レントゲンフィルム等機材 11 万円
 9 月 バスラ教育病院　　病院設備 119 万円
2007 年 3 月 バスラ教育病院、母子病院　生検針など 28 万円
2007 年   8 月～2008 年 4月　医療物資・図書・生検針等　総額 128 万 3千円
　・2007 年 8月　バスラ教育病院　物資・図書
　・2007 年 9月　バスラゼネラル病院・バスラ教育病院　物資・生検針
　・2008 年 4月　バスラゼネラル病院　物資・生検針
■医師９名・技師２名の招聘・滞在費　総額 1,171 万 1 千円（発足～2008 年 4月）
■アッバースくんの招聘・治療費・滞在費　総額 1,482 万 8 千円（2004 年１月～10 月）

こ
れ
ま
で
の
主
な
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言葉でも伝え続けた 5年間

70校 10,000人
「イラクで引き起こされていることを、とりわけ
若い世代に伝える」との考えで、講演活動等に
も力を入れています。学校の授業や文化企画に
招かれる機会も多く、これまでのべ 70 校以上、
総人数にして１万人近い学生さんの前で話して
きました。反応は上々です。

アミール医師からお礼の
メッセージが届きました

いつも私たちの病院を助けていただいてい
ることに感謝します。
このたびは、アドナン医師（泌尿器）とイ
ブラヒム医師（小児循環器）の研修を実現
して下さってありがとう。彼らが日本から
イラクに持ち帰る医療技術は、多くの子ど

もたちの現在と未来を救
うものになります。
どうか今後も継続的にこ
のような医療協力を支え
て下さることを強く望ん
でいます。

バスラゼネラル病院　小児科責任者
アブドル・アミール医師

白血病の男の子、アッバー
ス君を名古屋に招き名古屋
大学付属病院で治療。同時
にアサード医師（血液内科）
とモハメド医師（小児科）

を招いて同病院での医療研修を開始。中古医療機器などの提
供を医療機関によびかけ 65,169 点を送る。米軍のファルー
ジャ攻撃に対し、緊急支援をよびかけ、外科薬などを送る。
アブドゥルさんとワファアさん、2人の技師を招き東芝メディ
カルシステムズで研修。名古屋弁護士会の人権賞を受賞。

スタッフ
こぼれ話

医師であり母であるクルドさんは、はにかんだ笑顔が印象的な、芯の強い女性で
した。彼女が帰国してからわかったことですが、女性がたったひとりで国外へ出
るということは私たちの想像を超える困難なこと。イラク人男性たちは彼女の来
日について「信じられない！」と口を揃えます。　　（山縣忍）

SICN メンバー村田先輩の演奏会にアドナン、イブラヒム両医師のお供をした際の
こと。先輩に贈る花束を持って歩いていたのですが、アドナン医師が「華が花を持っ
ている」と一言。さすが英国式［ブリティッシュスタイル］仕込みは言うことが違う、
と思った瞬間でした。　　（辻紗貴子）

約



サディーク・K・アリ医師　30歳
バスラ・教育病院　血液内科
研修期間：2007 年 7月～2007 年 9月
研修場所：名古屋大学医学部附属病院　小児科

イブラヒム・オダー医師　46歳
バスラ・ゼネラル病院　循環器科
研修期間：2008 年 1月～2008 年 4月
研修場所：あいち小児保健医療総合センター　循環器科

アドナン・カシジョーリ医師　45歳
バスラ・ゼネラル病院　泌尿器科
研修期間：2008 年 1月～2008 年 4月
研修場所：あいち小児保健医療総合センター　泌尿器科
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私が関わらせていただいた５人のイラク人
医師の方々に共通することは、誰からも学
ぶ謙虚な姿勢に、自国への誇りと、平和を
愛する心です。この戦争の理不尽さとイラ
ク人の温かい国民性という「テレビの向こ
うの真実」は、顔と顔をつき合わせる支援
だからこそ得られたものでした。
今世界が求めている「平和」に日本の人々
がどう貢献できるのか考えるきっかけを提
供するためにも、医師の皆さんと連携して
情報の発信源になりたいです。
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スタッフ
こぼれ話

支援をはじめたころのこと、2003 年に来日したアル・アリ医師が英語が喋れない
で困っている私に、ご自身の胸に手を当てて「heart to heart」、心ではつながって
いますよと。それ以来、その言葉が耳からはなれず、来日する医師たちの言葉に、
heart で聞くことの大事さを感じています。　　（岩中美保子）

イラクのドクターたちからメールで医学的な相談を受けることがあります。患者
さんの状態の説明、写真や CT 画像を見て返事をしますが、専門の医師に相談して
回答することもあります。ネット時代の今、このような遠隔診断を充実させてい
ければと思っています。　　（塩之谷整形外科副院長　塩之谷香）

ご協力いただいた日本の先生方より
メッセージが寄せられました。

イラク人医師ナビール氏を受け入れて アドナン先生、イブラヒム先生研修終了おめでとう

◆2007 年にナビール医師がお世話になりました。 ◆2008 年にアドナン医師・イブラヒム医師がお世話になりました。
名古屋市立大学大学院医学研究科　放射線医学分野

芝本 雄太  教授
あいち小児保健医療総合センター

谷風 三郎  センター長・安田 東始哲  医師

南山大学卒業生

村田 佳香

　平成 19 年 1 月末から 6ヶ月間、Dr. Nabeel 
Abdul-Lateef Jameel の放射線治療の研修を当
院で引き受けた。聞くところによると、イラ
クでは放射線治療のセンターはまだバグダッ
ドにしかないということであり、彼の勤務地
であるバスラでの放射線治療センターの立ち

上げのための研修として、彼は派遣されてきたのであった。放射
線治療の研修は２段階に分けられると思われる。第１段階は放射
線治療の適応となる疾患を理解し、どのように治療を行うかにつ
いて修得し、実際に治療計画を作成することである。第２段階は、
治療を行った患者がどのように治療に反応し、どのような経過を
たどったか、即ち治療効果や副作用について、身をもって体験す
ることである。第１段階については、ナビール氏は実際にたくさ
んの治療計画を行ってくれたので、しっかりと研修ができたもの
と思う。しかし、第２段階については、我々は十分な研修機会を
与えることができなかったかもしれない。これを行うには、診察
に立ち会って、個々の患者がどのような経過をたどるかについて
実際に見るということが重要である。しかし、診療は日本語で行
われており、その場に外国人を立ち会わせて、患者について英語
で説明するということは、患者数が多い臨床の現場では不可能で
あった。この部分の研修の機会を提供するためには、英語圏の国
でないとできないのではないかと思われた。
ナビール氏は誠実でおとなしく、優秀な医師だと思う。画像診断
の知識もしっかりしていた。国外へ出るのはおそらくはじめてで
あり、最初は当科の若い医局員と打ち解けるのに少し時間を要し
たようである。しかし、そのうちにこの点も解決し、打ち解ける
ようになった。当科の若手医師にとっても貴重な経験となったと
思われる。このような研修でもイラク側が OK であるのであれば、
今後もイラク人医師を受け入れて行きたいと思っている。

イラクからの研修医師アドナン先生の第一印
象はシャイで寡黙で、何となく暗い感じであっ
た。しかし数日付き合ううちに彼の礼儀正し
さ、優しい人柄と冗談好きの性格にすっかり
引きずりこまれてしまった。彼はイラクのこ

とわざをややこしげな英語で多発し、理解に苦しんだことも楽し
い思い出となった。彼はイラクでは中堅の一般泌尿器科医である
が、小児の経験は少なく、滞在期間中非常に興味をおぼえたよう
で、熱心に質問してきた。この姿勢は必ずや帰国後、小児の泌尿
器科治療に取り組んでくれるものと確信する。まだ彼の国は落ち
着いてはおらず、設備も整っていないのですぐに高度の小児医療
を行うということは困難であるが、一日も早く安定し、国際的な
支援が普及することを祈らずにはいられない。本来イラクの多く
の人は親日派だと聞く。是非頻繁に人材の行き来が行われ、いろ
いろな知識や技術の交換が実現することを願って止まない。

これまで、数人のイラク人医師の医療研修に
かかわりましたが、両国間では、政治・経済・
医療の各環境や文化の違いが大きく、短期研
修の難しさを感じておりました。しかし、イ
ブラヒム先生は、礼儀正しく時間厳守であり、

よきイラク人であったと思います。また、学習意欲も高く、日本
の小児循環器医療のエッセンスを学び取っていかれました。実際、
この 3ヶ月間で、約 700 人の外来患者と 60 人の心臓カテーテル
検査を診て、スタッフにも多くの質問をされていかれました。きっ
と、この経験は、母国で小児循環器疾患患者の役に立つと確信し
ています。イブラヒム先生、母国でも、先天性心疾患の患者のため、
がんばってください。

医師研修にかかわって イラクに平和で健康な国づくりを
医師は、毎日患者の治療を行い人の命と健康に関わる
という仕事柄、本来ヒューマニストです。そういう立
場から、私が事務局員として勤務する愛知県保険医協
会は環境問題や平和問題にも積極的に取り組んでいま
す。セイブ・イラクチルドレンには、イラクの人々が
戦争の後遺症と劣化ウランによる放射能汚染の健康被
害に苦しんでいる現実を前にして、何らかの医師の役
割を発揮したいということで関わってきました。一刻
も早くイラクから米軍を始め戦争勢力が撤退し、人々
が自分たちの力で平和を実現し、健康な暮らしを取り
戻せることを願っています。

愛知県保険医協会事務局

福島 章子

イラクから医師を迎えて

私は今回、小児泌尿器学について研修を受けました。イラクで
は小児泌尿器を専門とする医師は非常に少ないのです。なぜな

私の研修の目的は、血液学の診断方法を学ぶことでした。名古
屋大学医学部附属病院では、貴重で包括的な研修を行っていた
だきました。帰国後、学んだ診断方法を私たちの研究室で取り
入れました。医療機関も協力してくれ、必要な施設や医療機器

の導入といった私たちの要請に応
えようとしてくれています。ただ、
その実現には時間がかかります。
私はバスラにある血液学の研究室
で仕事をし、仕事環境や医療機器
を改善しようと努力しています。

近い将来すべてが整って、患者や病院がこれらの技術の恩恵を
受けられるようになることを願っています。今後も私たちを支
えてください。日本人とイラク人は、同じような苦しみや戦争
による傷跡を経験したと私たちは思っています。日本人はその
苦境を乗り越えましたが、イラク人はまだこれからです。

先天性心疾患を患う子どもは多く、早期の発見および治療がな
ければ、生後 1ヵ月以内に 3 人に 1 人が亡くなります。私の出
身地バスラで、心疾患をもつ子どもたちを治療する基盤を築く
にあたって、セイブ・イラクチルドレン・名古屋はバスラ・ゼ
ネラル病院を支援してくれました。そして私は、心疾患のある
子どもたちに高度な医療を施すチームが存在する、あいち小児

保健医療総合センターの循環
器系内科で、研修を受ける機
会に恵まれました。支えてく
ださった皆さまに心から感謝
しています。皆さまのご協力・
ご支援が、イラクの子どもた
ちやその家族を苦しみから
救ってくれます。

ら、この分野はイラクでは新しく、こ
れまで一般の泌尿器学や他の専門分野
がほとんどの症例をカバーしてきたか
らです。セイブ・イラクチルドレン・
名古屋、あいち小児保健医療総合セン
ター、谷風三郎医師、そして日本の皆
さまに支えられてこの分野における知
識を深めることができました。
この 3ヶ月の研修を経て、病に侵され
ているイラクの子どもたちを救う自信がつきました。本当にあ
りがとうございます。

日本で研修を終えた医師たち

カリド・イドリッシ医師（42 歳）
バスラ・教育病院　整形外科
研修期間：2005 年 9月～2005 年 11 月
研修場所：愛知医科大学病院　整形外科

帰国する際にセイブ・イラクチルドレン・名古屋が 100 本の注射を用意してくれ、私は帰
国後すぐにそれを必要とする患者に射ちました。また、研修を通して得られた知識や技術を
使い始めました。すべての患者が日本の皆さまのご支援に感謝しています。国を超えて人間
同士が手をとりあい、世界の平和を築いていかなければと強く思います。

アサード・カラフ医師（37 歳）
バスラ・教育病院　血液内科
研修期間：2004 年 1月～2004 年 12 月
研修場所：名古屋大学医学部附属病院　小児科

日本での研修で学んだことは、その後患者や学生との関わりのなかで活かしています。また、
イラク、特にバスラで骨髄移植施設を造るプロジェクトを進めています。悪化する治安や政
治的腐敗などの問題が、私たちの努力を阻もうとも、困難を乗り越えるために最善を尽くし、
医療施設を改善することに全力を注いでいます。

クルド・マナセル医師（48 歳）
バスラ・ゼネラル病院　放射線科
研修期間：2006 年 5月～2006 年 8月
研修場所：愛知医科大学病院　放射線科

日本ではとても素晴らしい時を過ごせました。人々の人間性や親切さを愛しています。研修
を通じて、病気の診断に役立つ多くの知識や考え方を吸収できました。私が勤めるバスラゼ
ネラル病院にて、CTスキャナーが数ヶ月以内に稼動し始める予定です。

モハメド・ハッサン医師（34 歳）
バグダッド・セントラル教育病院　小児科
研修期間：2004 年 1月～2004 年 8月
研修場所：名古屋大学医学部附属病院小児科

イラクでは得られなかった知識を日本で理論的に学べ、それが仕事をするなかで大いに役
立っています。将来、イラクの小児科も日本のように専門を分科させようと計画中です。日
本語の勉強も続けたいと思っています。

ナビール・ジャミール医師（32 歳）
バスラ・教育病院　放射線科
研修期間：2007 年 1月～2007 年 6月
研修場所：名古屋市立大学大学院医学研究科　放射線医学

アッバース・アルカナン医師（39 歳）
バスラ・教育病院　放射線科
研修期間：2005 年 10 月～2006 年 3月
研修場所：愛知医科大学病院　放射線科

来日したことで、それまでほとんど知らなかった日本の人々、生活、伝統、教育、倫理など
にも触れることができました。帰国後は、私の日本での経験をまわりのイラク人に伝え、研
修の成果を仕事に反映させています。

翻訳：渡邊真紀子

■あいち小児保健医療総合センター　センター長　谷風 三郎

■あいち小児保健医療総合センター　循環器科医長　安田東始哲

私は日本人の人を敬う心、人助けの心が好きです。もし困難がたちはだかっても、持ち前の
逆境までも楽しむ精神で、何事も乗り越えていきます。
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ジャーナリスト
イラクの子どもを救う会代表西谷  文和

スタッフ
こぼれ話

来日された翌日の病院案内のために待ち合わせしたところ、私は７分ほど前に着
いてしまったのですが、イブラヒム、アドナン両医師が５分前に部屋から出てこ
られました。「日本人は５分前行動なんでしょう」と挨拶されるお二人の笑顔は、
とても優しかったです。　　（村田佳香）

イブラヒム、アドナン両医師は新幹線で京都にお二人で行かれたと小野代表から
お聞きし、行動力の凄さにびっくりしました。また来日中、名古屋高裁の「空自
イラク派遣は違憲」との判決がありましたが、「９条、９条」と、ニコニコ言って
おられた事が印象に残っています。　　（島浦勝子）

「
戦
争
か
ら
5
年
、
イ
ラ
ク
の
現
実
」

劣化ウランについての研究報告
南山大学
藤本博ゼミナール

劣化ウラン弾って ?

イラク北部のスレイマニア市は、住民のほとんどがクルド
人で、イラク国内では例外的に治安が安定した地域だ。ス
レイマニア市南方、20 キロほどのところに「カラア避難民
キャンプ」がある。昨年 10 月に訪れたときは 450 人ほど
の避難民がテント生活を送っていたのだが、その数はじわ
じわと増加し、今では 700 人程度が不自由な生活を余儀な
くされている。ブッシュの「治安は安定している」という
説明がウソであることがわかる。
数あるテントの一つに、車椅子に乗ったアプチサームちゃ
ん（13 歳）がいた。激戦地、ラマーディーの出身だ。
２００４年 7 月、アメリカはラマーディーに集中砲火を浴
びせた。アプチサームちゃん一家はラマーディーの名家で、
広い敷地の実家に町の有力者が集まった。彼らはアメリカ
と徹底して戦うことを決意し、いつしか自宅が武装勢力の
拠点となっていった。
２機の戦闘機が自宅に向かって飛来する。猛烈な爆撃、実
家は徹底的に破壊された。その空爆後、アプチサームちゃ
んに異変が生じる。当時９歳だった彼女の身体が、だんだ
ん麻痺していき、学校に通えなくなり、ついには歩けなく
なった。言葉もしゃべれず、車椅子の重度障害児になって
しまったのだ。
父親はアプチサームちゃんの ID カード（身分証明書）を持っ
ていた。「これを見てくれ。この娘が５歳のころの写真だ。
ノーマルだろ？娘は小学校に通っていたんだぜ。今では立
ち上がることも、しゃべることもできない。なぜなんだ！」。
米軍は「神経麻痺ガス弾」を使ったのではないのか？

『この事実を世に発信し平和創造に貢献し

たい』という志を抱いたのは、劣化ウラ

ン弾という兵器を通し暴力の連鎖の裏で

翻弄され苦しむ人々の姿を知り心を痛め

た時だった。私達は、湾岸戦争やイラク

戦争で用いられた劣化ウランに焦点を当

て、その裏に潜む被害の実態を目の当たりにし、愕然とした。「日

本で赤ちゃんが生まれた時最初に聞く質問は、男の子か女の子か、

しかしイラクでは奇形児かどうかを最初に聞く」と知るなど、想

像を絶する事実に直面した。なぜこのような事態が平然と起こり

続けているのかと腹立たしさを覚えた。そしてその思いが私たち

の活力となり、発表までの半年間全力を尽くし、発表に備えた。

劣化ウラン弾について何も知らない状態からのスタート。劣化ウ

ラン弾の基礎的知識を得、使用経緯や被害の現状、そして私たち

が出来ることを模索した。まずは若者に知ってほしい、「気づきの

扉」を開くことが行動を起こす大前提としてまず必要なのだとい

う結論に到達し、その思いを発表の最後に盛り込んだ。

「いいものを作り、それを通し自分達の思いを発信したい」という

ただその一心で取り組んだ。なかなかうまく進まなかった日々も

今ではいい思い出だが、当時はその壁への突破口を見つけるのに

皆必死だった。しかし、その日々があったからこそ納得のいくも

のができたと思うし、その過程でお互い刺激し合い成長の糧となっ

たのだと思う。合同ゼミ※で発表を終えた時の、ゼミの志を伝え

きった達成感と嬉しさは暖かな自信と共に今も心に残っている。

学問を通しここまで様々な経験をした事は初めてであった。学問

を通し熱い志を抱

き、その思いを胸に

一つのものを形とし

ていくことへのやり

がいを知った。ただ

事実を暗記すること

が学問なのではな

く、事実を知りそれ

を考えていくことが学問なのだということを私は知らなかった。

「英語を勉強するだけでなく、英語をツールとして平和創造に貢献

したい」。そう漠然と抱いていた思いを形として残すことができた。

これは、私一人の力では到底成し得なかった事。粉骨砕身して共

に活動してきた仲間がいたからこそ達成出来た事。ゼミナールの

仲間と共に志を持ち続ける中で、チームプレーの持つ可能性の大

きさを知り、チームに貢献する喜びを教えてもらったかけがえの

ない仲間との出会いと、私達の活動に助力して下さった方々への

感謝の思いを心に刻み、ここで得たチームワーク力を発揮しこれ

からも平和創造に貢献し続けたい。

作り上げた発表は、私の人生の宝の一つとして、いつまでも心に

残っていくと思う。そして、ここで得たものはこれからの私の人

生において原動力となっていくと自負している。社会人になって

からは、この合同ゼミで得た『志を形にする力』を発揮し、社会

奉仕に貢献していきたい。

「俺たちラマーディーの人間は、アメリカの空爆で全てを
失った。家も財産も健康も…。ブッシュよ、ここにテント
を張って住んでみろ！」
最後にみなさんにぜひ見てほしい写真がある。それは地面
から火を噴出するキルクーク油田だ。キルクーク市内から
車で 30 分。検問を抜けると、すぐさま「イラク石油警察」
がガードにつく。イラク国防軍とは別に、油田だけを警備
する「石油警察」がいるとは知らなかった。検問から車で
5 分、油の臭いが鼻につきはじめる。街路樹の向こうに勢
いよく炎が燃え上がっている。熱くてなかなか近寄れない。

風向きが変わると、熱風が押し寄せる。
本来なら、ここは「黄金の地」である。これだけの豊富な
原油があれば、キルクークの人々は世界でトップクラスの
生活ができるはずだった。ところが歴史は皮肉なもので、
この原油があるために、人々は常に争いの渦中に巻き込ま
れてきた。
昨年の 12 月 14 日には、油田と石油精製工場に迫撃弾が飛
んできた。このような攻撃があると、米軍は 10 分以内に
アパッチヘリと戦闘機でやってきて、「テロリスト狩り」を
行うそうだ。自爆テロリストが市場や病院などでテロをし
ても、米軍は発動しないが、油田でテロが起こると 10 分
以内に飛んでくる。米軍が守っているものは人間ではなく
OIL（石油）なのだ。

カリド医師（バスラ教育病院元院長）暗殺される

私達が抱いた「志」

研究報告に携わって思うこと ...

報告を通じて感じたことは、
平和への想いを外に発信する
ことで誰かにその想いを共鳴
させられる、と同時に自身の
想いも強くなっていくのだな
ということです。自身の平和
への想いを保ちさらに高めて
いくために、これからも「平
和への想いを発信」していこ
うと思います。

南山大学４年

加藤 千晶
「劣化ウラン弾」という問題
に向き合った時、それまでは
私の中で遠い存在であったイ
ラクがより身近になり、より
深刻なものとなりました。
知識だけでなく、本当にたく
さんのことを学ぶことができ
たと思います。私たち藤本ゼ
ミの思いをいろいろなところ
で発信していきたいです。

南山大学４年

可児 朋子
劣化ウラン弾によって苦しむ
イラクの子どもたち。日本に
暮らす私たちには関係のない
ことのように感じてしまいが
ちです。しかし、決して私た
ちと無関係ではないことを学
びました。これからもプレゼ
ンテーションを行い、一人で
も多くの人に劣化ウラン弾の
残酷さを知らせたいです。

南山大学４年

西 里沙子

 核のゴミである劣化ウランは、貯蔵を続け
るのも容易ではなく、劣化ウラン弾として使
えば廃物利用にもなります。しかも、ウラン
の比重は鉄の 2.4 倍もあるので、劣化ウラン
弾を使えば戦車の装甲などを簡単に突き破り
ます。問題はその後で、鉄の装甲を突き破っ
た摩擦熱で劣化ウランは 3 千℃以上の高熱
で燃えて戦車内部を焼きつくします。燃えた
ウランは 0.001～5 ミクロン（1 ミクロンは
千分の 1mm）サイズの酸化ウラン微粒子と
なって大気中に広がり、呼吸とともに生命の
体内に入ります。体内に入ったウランは破壊
力の強いα線を出して近くの細胞の DNA を
破壊し、がんや先天異常の原因となると考え
られます。

南山大学藤本ゼミの皆さんが、劣化ウラン弾について、研究をまとめました。
3月 20 日のイラク報告会（P.3 参照）では、そのプレゼンテーションを行い、参加者からは
「劣化ウラン弾がどれほど恐ろしい兵器であるかがよく理解できた」と感想が寄せられています。

昨年 11 月末、名古屋での脳神経外科学会に参加された、旧知のカリド・マヤア
医師と会いました。トップクラスの脳外科医として、イラクの医療復興のために
世界との窓口になっている、「良心と勇気の人」として知られる医師です。
私たちの支援活動に対しても、イラク現地の窓口となって献身的に働いてこられ
ました。「医療現場は一番に復興すべきところ」「政治家ではなく医師こそが医療
復興に取り組まなければ。」と熱く語る彼に、私たちは希望を託す思いで別れま
した。
それからわずか３ヶ月後の今年３月 10 日、「暗殺された」との訃報が届きました。
彼はイラクの宝なのに、誰が何のために？
「それすら誰も分からないのです。美しかったイラクは理由なく人々が殺される
国にされてしまった。分かっているのは彼も例外ではなかったということだけで
す。」（2005 年研修のイドリッシ医師）。底なしの悲しみと怒りを感じる言葉です。カリド医師が愛した、

美しかった頃のバスラの風景

2007年 11月に名古屋を訪れたときのカリド医師

※「名古屋国際関係合同ゼミナール」。三年次藤本ゼミ生が毎年参加している合同発表会で、
　国際関係を勉強する県内外のゼミナールが集まって研究発表を行う催しです。

ゼミ長　田中聖子



イラクの子どもたちに笑顔を ! 支援を続ける仲間たち

私たち市民の小さな力でも、できることはたくさんあります。
あなたのまわりでも、こんな支援ができます。

●イラクへの医療品等のための募金
●イラクの現状を伝える写真展、講演会、学習会等の企画（写
真パネル・映像資料を貸し出します。講師派遣します）

●研修するイラク人医師らの日常サポート
●このニュースレターの紹介
●「セイブ・イラクチルドレン・名古屋」の事務の補助や通
訳、翻訳など

●ドキュメンタリーDVD「アッパース君が6歳で死んだ理由」
（田保寿一作品）の上映（無料で貸し出します）

ひ と り ひ と り に 出 来 る こ と

http://www.iraq-c.gr. jp

単身で活動を続ける
パイオニア

相変わらずヨルダンと日本を往復し
ながらの支援活動。バグダッドに雪
が降ったこの冬は避難民に発電機・
毛布・暖房機器などを送りました。
イラクの現状報告や平和へのメッ
セージを発信し続けています。

高遠菜穂子さん

人権と文化を護る
NPO 法人

ピース・オンの活動の特色は、人権
と文化を護ることです。隣国シリア
に逃れたイラクの子どもたちのため
に「寺子屋」を立ち上げています。
またイラクの芸術家たちの作品を展
示即売するギャラリーも開設してい
ます。

NPO 法人 PEACE・ON（代表 相澤恭行）

6 回目を迎えた
平和のための音楽会

今年で６回目となる音楽会。豊橋市を
中心とした東三河地域の人々が開催し
ています。出演者は地元出身の音楽家
たちで、音楽会の趣旨に賛同しボラン
ティアで参加しています。
その収益金は当会を通じてイラクの子
どもたちのために役立てられています。

平和を願う「いのちの音楽会」

イラクに咲く花  -IRAQ HOPE NETWORK-   活動報告

2008 年 5 月 4 ～ 5 日、千葉の幕張で開催された「9 条世界会議」
の分科会「イラクに咲く花－イラクへ届いた民間支援とイラクの
最新情報」にパネリストとして参加しました。
会議は世界中からノーベル平和賞受賞者らを招いて行われ、述べ
２万人以上が参加しました。

民間支援を通して見えてきた
今のイラクと私たちにできること。
「イラクに咲く花」参加団体・個人がこの５年間で支
援した金額は 3 億 8900 万円を超えました。それぞれ
支援の内容やスタイルは違っても、「直接現地の声を
聞き、必要なものを必要なところへ」という精神に
違いはありません。支援開始から５年が経過した今
でも「緊急支援」の依頼が多いことは、イラクの現
状の深刻さを物語っています。資金調達は大変なこ
とですが、私たち参加メンバーは、今後も情報を共
有しながら支援を続けていきます。また、この世界
会議で活動報告ができたことを誇りに思います。
（副代表  山縣　忍）

～イラク支援に奔走してきた全国各地の NGOや支援グループ、ボランティア達が行ってきたこれまでの支援を報告～

http://www.iraq-hope.net/
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