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小原 智恵さん
現在、東京外国語大学でペル
シア語と中東地域について学
んでいます。高校の時留学し
たカナダでは高校生もボラン
ティアを一生懸命やってい

て、その中で自分にも行動力がついてきまし
た。帰国後は海外支援への関心から、セイブ・
イラクチルドレン・名古屋の活動に携わり、
二人の医師をサポートしました。私自身高校
生という立場で経験も浅かったのですが、み
なさんに支えられ、今こうして中東について
学ぶきかっけとなりました。これからも活動
に携わっていきたいと思っています。

（清林館高校卒業・東京外国語大学１年）

玉城 香織さん
「未来は、若い君達の手の中にあるんだよ。」
彼等の目からは、心に迫ってくるものを感
じた。大切な家族をイラクに残し、危険を
冒して日本にやってきた医師たちと、彼等
を精一杯、思いを込めてサポートする人々。

そこにあるのは、未来への希望と、人々への愛。ただただ
悲しみと怒りに満ちた “戦争” と呼ばれるものが起こってし
まう世界に、こんなにあたたかく、美しいものがあったんだ。
少しでも人の役に立ちたいと思って活動を手伝わせていた
だき、人種も職業も年齢も関係なく、ただ同じ人間として
結ばれた絆があるのだと、私は実感することができたので
す。もはや彼等は「遠くの国の隣人」ではなく、「私の友人」
です。

（清林館高校卒業・早稲田大学１年）

塩之谷 星くん
「合衆国の戦争史」の授
業で許可を得て「アメリ
カばんざい」を見せまし
た。戦争に賛成か許容し
ている人達が多く、ほと

んどが途中で教室を出て行きました。イ
ラクの劣化ウラン弾被害のプレゼンテー
ションもしましたが、みんなアメリカが
イラクで何をしているかを知りません。
彼らにとってイラク戦争は事実であって
も現実ではなく、イラクで起こっている
真実も文字通り対岸の火事なのかもしれ
ません。

（米国 Leelanau High-school 留学中）

●アメリカの高校生にも伝えたい●英語通訳をサポートして
活
躍
す
る
高
校
生
た
ち



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６周年を迎えることができました。
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足・靴・巻き爪の専門家として国内外各地で講演に呼ばれます。その際にクウェー
トで「イラク復興支援学会」において発表した内容と、イラクチルドレンの活動
を紹介して支援をお願いしています。共感して下さる方も多く、今後も続けてい
くつもりです。 セイブ・イラクチルドレン名古屋副代表  整形外科医　塩之谷香 島浦勝子

マハムードさん、アミーラさんと東山動植物園へご一緒した時、「イラク戦争反対
のデモに参加したのに阻止出来ず、日本の自衛隊も派遣されてしまった」と悔し
さをお伝えすると、マハムードさんは「アメリカへの思いはあるけれど、日本に
はありません」とお気遣い下さいました。

2009 年　1月　バスラゼネラル病院・バスラ教育病院、生検針・医薬品　110 万円
■医師 11 名・技師 2名・看護師 2名の招聘・滞在費 1485 万 5千円（発足から 2009 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）

9月　バスラ母子病院、教育病院に中古医療機器 48,453 点

3 月　バスラ母子病院、教育病院、バグダッド・セントラル病院に中古医療機器 16,761 点

セイブ・イラクチルドレン・名古屋

代表　小野万里子

武器の愚かさを知る
★ この１年、イラク
情勢にたいへん大き
い動きがありまし
た。国際社会は武器
の愚かさにようやく
気づき始めたようで
す。オバマ政権誕生
により米軍撤兵の流
れができつつあり、
日本の自衛隊も撤退

しました。そして、その前哨としての自衛隊
イラク派遣違憲判決（名古屋高裁）がありま
した。
★ 心あるイラクの友人たちから、「日本の部
隊はどうして、人道支援物資でなくアメリカ
兵と武器弾薬を運ぶのか？」と問われること
はつらかったし、恥ずかしくもありました。
針のムシロからおりることができたことには、
正直ホッとしていますが、自衛隊撤退後の日
本が今後どのようにイラクに関わっていくの
か、問われるのでしょう。

★ イラク情勢がマスコミに取り上げられるこ
とは少なくなりました。しかし、　「先進国に
よる戦争の犠牲者」は、今なお量産され、国
際社会に SOS を出し続けています。この
SOS を１人でも多くの日本人に伝えるととも
に、「医療支援」の形で、彼らの苦しみに寄り
添い続けたいと思います。
★ 財政的には大変厳しい状況にありますが、
いろいろと工夫をして資金の続く限りは使命
を全うしたいと思います。引き続いてのご支
援をお願いします。

アドナン・カシジョリー医師（バ

スラゼネラル病院・泌尿器科）と

イブラヒム・オダー医師（バスラ

ゼネラル病院・循環器科）を招き

あいち小児保健医療総合セン

ターで子ども医療の専門的な研

修。米英軍によるイラク攻撃から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。イラクの医療復興のために世界

との窓口になり、当会の支援活動でも、イラク現地で様々な

コーディネートをしてきたカリド・マヤア医師が2008年3

月に暗殺される。

2008年に来日したア

ドナン医師とイブラヒ

ム医師の提案で当会初

の看護師研修を実現。ベ

テランのアミーラ・ア

リ看護師と若手のマハ

ムード・サーリム看護師を招き、あいち小児保健医療総合セン

ターで子ども医療における専門的な看護研修。女性医師のラ

シャ・サムーン医師（バスラゼネラル病院・病理学）とドハ・ジュ

ムア医師（バスラ母子病院・小児科血液疾患）を招き、名古屋大

学付属病院で研修。

「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月にはイラク南部の都市、バスラから

ジャワード・アル・アリ医師（バスラ教育病院）とジャナン・ハッ

サン医師（バスラ母子病院）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。また、小野代表は

中学校や高校などから招かれ、

イラクの実態を若者たちに伝え

る講演活動に奔走。

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・カラフ医師（バスラ

教育病院・血液内科）と

モハメド・ハッサン医

師（バグダッドセントラ

ル教育病院・小児科）を

招いて同病院での医療

研修を開始。愛知県保険

医協会の協力を得て中

古医療機器などの提供を医療機関によびかけ57医療機関の

協力で65,169点を送る。米軍のファルージャ無差別攻撃に

対し、緊急支援募金をよびかけ、外科薬など260万円分を送

る。アブドゥル・アリさん（バスラ教育病院）とワファア・バー

ダーさん（バスラ母子病院）、2人の技師を招き東芝メディカル

システムズでCTスキャンの技術研修。こうした活動が評価さ

れ名古屋弁護士会の人権賞を受賞。

愛知ではおなじみ「何でも貸します」の近藤産興（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。

初めて女性医師のクルド・マナセル医師（バスラゼネラル病院・

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・イドリッシ

医師（バスラ教育病院・整形外科）とアッバース・アルカナン

医師（バスラ教育病院・放射線科）を招き愛知医科大学付属病

院で研修。医療生検針メーカーである（株）タスクの協力をいた

だき、イラクでは入手しにくい700本の生検針を送る。日本で

の治療を終えてイラクに帰国したアッバース君が急死。

ナビール・ジャミール医

師（バスラ教育病院・放射

線科）を招き名古屋市立大

学病院で研修。サディク・

アリ医師（バスラ教育病院・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、それぞれの支

援活動内容やイラクの実態を報告する「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らが招かれ参加。



マハムード・サーミー・サーリム看護師
（バスラ　ゼネラル病院　手術室）28歳
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ラシャさんは自転車に乗れます。イラクで成人女性が自転車に乗ることはありません。イス
ラム教徒の多い国では女性が自転車に乗るなんてとんでもないことなのです。ラシャさんは
キリスト教徒で幼いとき自転車を憶えました。だから日本でなら自転車に乗ることができる
のです。 セイブ・イラクチルドレン・名古屋副代表　山縣　忍

「イラク人の日本での研修」には、実は相当な苦労があります。隣国
政府のビザ発給拒否、日本の入国審査、イラク航空の航空券がドバイ
でしか買えないなど沢山の障害をクリアして初めて彼らの来日は実現
するのです。 アラビア語通訳スタッフ　安江　塁

日本での貴重な体験を
イラクの子どもたちのために

  2月、アミーラ看護師長とマハムード看護師が、あいち
小児保健医療総合センターで約1ヶ月の研修を受けまし
た。「手術室の専門的看護」と「抱きしめる看護」を学びま
した。

  3月から5月までの3ヶ月間、ドハ医師とラシャ医師が名古屋
大学病院で学びました。血液疾患が専門のドハ医師は白血病治
療のために骨髄移植術などを、病理が専門のラシャ医師は細胞
観察による即時病名診断術を、各々重点的に学びました。性格
も宗教も違う2人が（ラシャ医師はキリスト教徒）、同じアパー
ト・同じ病院で仲良く生活してイラクの将来のために学ぶ姿は、
将来の統一イラクの希望につながります。

研修を受けた二人の発表とその働きに他のスタッフが触発さ

れ、手術室の雰囲気が一変しました。現場は活気に溢れ、手

術がとてもやりやすくなりました。今後は病院全体にこの成

果を広げていきたいと考えています。

アミーラ・ジャファール・アリ・アルハマダーニー看護師
（バスラ　ゼネラル病院　手術室）59歳

看護師の私が日本で研修を受けるという非常に貴重な経験をさ

せていただけたことを日本の皆様に心から感謝致します。あい

ち小児センターでは最新機器を使った手術の準備、手術におけ

る小児特有のケア、みなと協立病院では布の滅菌方法など、す

ぐに生かせる知識を得ることができました。また、手術器具の

滅菌消毒や手術室の管理など、今後の私達の目指すべき姿も見

られました。帰国後すぐに研修の成果をビデオと写真を使って

手術室の看護師に説明しました。看護師長として手術室全体の

能力の底上げに努めています。また、現在研修で見学した手術

室以外の病棟の工夫や知恵を病院全体に浸透させるために、全

看護師に向けての発表の準備もしています。研修の成果を他の

看護師や若い世代に伝え、一人でも多くのイラクの子どもたち

の命を救っていきたいと思います。

研修で学ぶ事の出来た
今日のイラクに必要なもの
あいち小児センターの医師、看護師の方々が研修に大変な協力

をしてくださり、手術室だけでなく病棟や色々な設備を見学す

ることができました。非常に内容が濃く多くのことを学んだ３

週間でした。特に最新の手術や手術の前後の作業、医師の補助

の仕方、滅菌消毒の過程などがとても勉強になりました。滅菌

した器具をしっかりと清潔な状態で保管するシステムや手術室

の清潔度の管理は今日のイラクが最も必要とするものだと言え

ます。また、病院の将来像を具体的に描くことが出来る様になっ

たのも、大きな収穫でした。セイブ・イラクチルドレンの皆さん、

病院の医師、看護師の皆さんのおかげで本当に貴重な体験をす

ることができました。ありがとうございます。今回学んだ医療

を同じ様にイラクの子どもたちが受けられるような病院を作り

上げていきたいと思います。

ラシャ・サバハ・マニュエル・サムーン医師
（バスラ　ゼネラル病院　病理学）33歳

術中診断を修得したい
　私は病理学の医師です。現在私の病院に病理学医師は２名し

かいません。病理学医師は細胞を観察して病名を診断します。

私は名古屋大学病院で最先端の診断術を学んでいます。特に「術

中診断」に興味がありその技術の修得に力を注いでいます。帰

国後はイラクの病院でも術中診断が行える環境を整えたいと考

えています。術中診断とは手術中に運ばれてきた患者さんの組

織を即座に分析して病名を付ける診断法で、患者さんや医師に

かかるストレスが大幅に軽減されます。ただ、専用の機械は

800万円と高額ですし、試薬は１キット10万円もします。設

備を整えることはとても大変なことですが、日本で学んだこと

を母国の医療のために活かしていきたいと思っています。

ドハ・サビーハ・ジュムア・ジュムア医師
（バスラ　母子病院　小児科）33歳

バスラで骨髄移植を
　私の勤めるバスラの病院では、子どものがんや白血病が増え

続けています。しかし医療環境が十分ではなく１つのベッドを

２～３人で使うことや、床に敷いたシートの上で治療を受ける

子どもも少なくありません。私は現在名古屋大学病院で再生不

良性貧血や白血病など主に血液疾患の治療方法を学んでいます。

小島教授の指導のもと、直接患者さんとふれあい、また治療方

針検討会に参加して積極的に他の医師の意見を聞いています。

私がとりわけ力を入れているのは骨髄移植の技術修得です。骨

髄移植は首都バグダッドでようやく始まったばかりです。私は

帰国後、一日も早く骨髄移植がバスラでできるよう、日本で学

んだ他の医師らと力を携え努力をするつもりです。

イラクからの看護師を迎えて

◆アミーラ看護師・マハムード看護師がお世話になりました。

あいち小児保健医療総合センター　谷風 三郎 センター長
あいち小児保健医療総合センター　手術室看護スタッフ一同

  昨年、アドナン医師、イブラヒム医師が

研修目的に当センターを訪問され、お互

い全く文化、風習の異なる中で、病んだ

子どもたちを救いたいという共通の思い

で充実した研修をしていただけたと確信

している。

  今回、そのうちの一人、アドナン医師から同じ病院の手術室看

護師を当センターで研修させたいという依頼があり、2月に2名

の看護師が来院された。アミーラさんは大ベテランの女性看護

師でマハムードさんは若手の男性看護師であった。今回は安江

さんという通訳の方に同伴いただき、つきっきりでお世話いた

だいたことで、手術室スタッフともすぐに打ち解け、約1ヶ月研

修された。小児独特の繊細な手術における看護師の役割はもと

より手術機具に関して具体的な質問があり、また写真におさめ

て持ち帰られたようである。

今後イラクでも子どもたちへの治療がますます向上するように

祈っている。

　イラクからアミーラ、マハムード両看護師が1ヶ月間手術室研

修にみえると聞き驚きました。最初は、お互いに母国語しか話せ

ないということで、言葉の壁に不安を覚えました。そんな不安を

消してくれたのは、当のおふたりです。すぐに日本語を覚えてく

れて挨拶が交わせるようになり、そこで、私たちもイラク語で挨

拶し互いの距離を縮め、その日から楽しい毎日が始まりました。

　研修に選ばれたおふたりの看護師は、毎日熱心に中央材料室や

手術室についてよく質問をし勉強されていました。言葉は違うの

に、看護職ということで解かり合えることができたのは、私たち

にとっても大きな喜びでした。この研修が少しでもイラクで参考

になればと、心から願っています。

帰国した二人がもたらしたもの
2008 年、セイブ・イラクチルドレン・名古屋の支援で
あいち小児保健医療総合センターにて研修　

株式会社タスクのご協力による生検針支援
2005 年に生検針を贈呈させて頂

いてからは、定期的なご協力ができ

ていない弊社ですが、少しでもお手

伝いできる際にはさせて頂こうとい

う気持ちでセイブ・イラクチルド

レンさんの活動を今後も支援して

いければと思っております。安心

してお使い頂ける医療機器を提供

していこうと、日々新しい製品の

開発を国内・外のドクターと共に

取り組んでいる弊社ですが、今後

も日本のみならず世界中の医療現

場に携わる従事者の方々や、患者

さん、その家族の方々の幸福の為

に努力していくつもりです。

（株式会社タスク　川嶋礼子）

イラクの医療現場から、現地で入手できないもの

として支援のリクエストが多い「生検針」「骨髄

穿刺針」。生検針とは注射針の一種で、特殊な検

査に用いられます。特に白血病の検査には欠かせ

ない器具です。特殊針の製造メーカーである株式

会社タスク（栃木県栃木市）は、2004 年以降

継続的にこれらの針

を寄贈くださってい

ます。一度に数十万

円分になることもあ

り、イラクの医師ら

からは感謝の言葉が

絶えません。

辻 紗貴子
（南山大学英米学科卒業・新聞記者）

セイブ・イラクチルドレン・
名古屋に飛び込んで早二年、
この世に存在する想像を絶す
る痛みを垣間見、それでも前

進する人々の強さを知りました。イラク人医師・
看護師の方々やスタッフの皆様との出会いは私
に大きな影響を与えてくれました。今後も自分
なりに世界の平和に貢献したいです。

医師研修にかかわってアラビア語通訳スタッフとして看護師研修にかかわりました

　イラク人が日本で研修
をするためには、ビザや
航空券の手配など沢山の
障害を乗り越えなければ
なりません。さらに英語

の通じない国での暮らしは予想以上に大
変です。右も左も分からない国で彼らが
研修に集中できるように、病院内での通
訳だけでなく生活の基盤を整えてあげる

ことが大切だと考えています。朝食か
ら手術室での研修、夕食後の雑談、休
日の観光や買い物、と寝る時間以外全
てを二人と過ごしました。それでも「私
達は家族だね」と言われ、すっと疲れ
が抜けていきました。日本での研修の
成果を生かして一人でも多くのイラク
の子どもたちの命を救って欲しいと切
に願っています。

安江 塁（通訳）アドナン・カシジョーリ医師



紛争を機に勃発した宗派対立によってイラクは分断され

ました。暗殺の脅迫を受けながらも国内に留まり患者の

命を守り続け、2009年に再来日を果たしたカリド医師

にここ6年間のイラクを振り返って頂きました。
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「毎年、いのちの音楽会で通訳デビューするんだよ」と言われ、華やかなデビュー
を飾ろうとしています。この春から SICN に参加しています。たくさんのことを学
び、できる限りのお手伝いをさせていただきたいと思っているので、どうぞよろ
しくお願いいたします。 南山大学英米学科 3年生　大岩みなみ &吉田実可

私が出演する演奏会にアドナン、イブラヒム両医師をお招きした際、黄色い花を
プレゼントしてくださいました。以前、好きな花の色は黄色ですとお答えしたの
を覚えていてくださったのです。こんな粋なことをさらりとしてくださるイラク
人紳士をいっそう好きになりました。 南山大学英米学科卒業・社会人　村田佳香

清水寺の駐車場で・・来日するイラク人医師の多くは敬虔なムスリムです。彼ら
は時間になると、メッカの方角を向いてお祈りをします。炎天下の京都清水寺駐
車場、名阪国道のＳＡでは夕日に向かって、はとバスの職員休憩室を借りたこと
もあります。 セイブ・イラクチルドレン・名古屋副代表　山縣 忍

私は反核医師の会としてスタートの時からこの会に加わっています。イラクで使
われた劣化ウラン弾の影響は極めて深刻で、半永久的に続くことが予測されます。
核兵器同様に全面禁止を実現することが必要です。

 医師　浅野晴義

　イラクについて話すことは、苦しみについて話すことだと言

えるでしょう。私達イラク人は苦難に満ちた時を過ごしてきま

した。イラン・イラク戦争に始まり、湾岸戦争とそれに続く経

済制裁、そしてアメリカのイラク侵攻。

　実のところ、戦争が始まる前から、相次ぐ戦争と悪化した経

済によって疲弊していたイラク国内では、変化を望む機運が高

まっていました。けれど不幸にも、その変化は侵攻によっても

たらされたのでした。

　米軍の侵攻でイラクは完全に荒廃してしまいました。インフ

ラは破壊され、国境は完全に無法地帯となり、軍もなければ警

察もなく、犯罪者は牢屋から解き放たれ、官庁も病院も工場も

みな略奪に遭いました。テロリストにとってイラクは、まさに

格好の標的となってしまったのです。飲み水と電力不足から健

康状態は深刻になり、がんの発生率が上昇しました。一方病院

は必要な設備を整えられず、急増する患者や怪我人への対処も

ままならない状況でした。テロリストや武装組織の攻撃によっ

て多くの市民が家を追われ、命を奪われました。医師や大学教

授は脅迫を受けたり暗殺されたりし、亡命を余儀なくされまし

た。

　2006 年から 2007 年にかけて、内戦勃発の緊張が高まっ

ており、バスラでは少数派（スンニ派）である私自身も危うく

家を失いかけました。しかし、賢明なイラク人は、内戦に勝者

などいないことに気がつきました。私達イラク人は常に一つで

あり、団結にこそ成功と力が生まれるのだと。

　その証明とも言えるのが、サッカーイラク代表のアジア杯優

勝です。宗派の違いなどなく、皆道に飛び出し優勝を祝いまし

た。政治家がなし得なかったイラクの結束を、イラク代表が成

し遂げたのです。

　イラク人は結束しはじめ、部族は新たな軍隊と警察と連携し

てテロ組織と武装組織と闘いました。選挙や新しい憲法の成立

を経て、人々が階級や政党ではなく国全体に誠実である新生イ

ラクへ向けて民主主義の一歩を踏み出したのです。治安の回復

に伴い経済状況も改善してきました。

　あらゆる分野の人々が最先端技術を学ぶために世界へとはば

たいていっています。医療分野においては、国際NGOの招きや、

政府の派遣によって数多くの医師が海外で研修を受けていま

す。中でもセイブ・イラクチルドレン・名古屋は、今までに多

くのイラク人医師を日本の病院での研修に招聘してくれただけ

でなく、日本人とイラク人の架け橋になってくれています。私

もその一人として愛知医科大学の整形外科で 2005 年に 3ヶ

月間研修をさせていただきました。他にも腫瘍学科や放射線科、

小児科、病理学科など沢山の医師に研修を受けさせてくれてい

ます。さらに、イラク国内では入手できない大量の医薬品をは

じめ、ヒアルロン酸注射 (200本 ) と骨髄生検針、CTスキャン、

2 台の超音波診断機などをバスラがんセンターに支援物資とし

て送ってくれました。

　私達イラク人同士の結束、全てのイラク人の努力、そして何

より日本の友人たちの援助のおかげで、今明るい未来が待って

いると期待しています。全ての人が平等に権利と義務を持つ発

展したイラクの姿を。

■5年半ぶりのイラク入り
09年5月4日午前、イラクのバスラ国際空港に到着。

日本人は、NGO関係7名、報道2名の構成である。私

自身にとっては、5年半ぶり3回目の訪問となる。飛

行機の中から、なつかしい土色の大地が見えてきたと

きには、感激で胸にこみ上げて来るものがあった。こ

んなにも早くイラク再訪がかなったのだ。到着口に

は、アサード、カリド、フサームほかなつかしい医師

らの顔がならんでいた。日本から持参した生検針や輸

液ポンプなどの医療支援物資も、無事に手渡すことが

できた。

■人々の表情には復興の息吹
私たち海外ゲストの車の前後を3台の警備車両が、先

頭をイラク軍車両が先導して、コンボイで猛スピード

で走る。直接襲撃や路肩爆弾からの攻撃を防ぐためで

ある。車窓から見る限り、大がかりな建築現場等は少

なく、道路にもトラックなどの商業車両はまだまだ少

ない。イラク南部での復興が本格的に始まっていない

ことは明らかだ。ただ、大通りには多くの人が出て夜

遅くまでにぎわっており、人々の表情にも余裕があ

る。これが復興の第一歩となることを祈る。

外国人ゲストに割り当てられたのは、お世辞にもきれ

いとはいえない古い設備のホテル。表通りから少し

入ったところにあるため、警備上最適なのだそうだ。

入り口をイラク軍と警察隊が厳重にガードし、ホテル

内部には屈強のガードマンら。少し息苦しいが、安全

上やむを得ない。

■厳戒態勢のなかでの病院訪問（5/5）
アサード医師の尽力で、厳戒態勢のなかでの病院視察

が実現した。視察先は、バスラ教育病院、がんセン

ター、母子病院、バスラ医科大学、建築中のバスラ子

ども病院。どの病院も患者さんが多く、医療サービス

がとても追いついていない。いったん戦争で破壊され

尽くした医療体制を立て直すのはたいへんだ。ただ、

アサード医師が将来中核となるであろう新がんセン

ターの着工は確かに始まっていた。ここに日本の国家

的支援が届くことを強く願う。

■戦後初のバスラ国際がん会議（5/6･7）
戦後初めてイラクで開催される国際医学学会。国際医

療協力の基礎を築くための第一歩とも位置づけられ、

イラク側の意気込みも高い。会議場には、常時500人

くらいの医師らが詰めかけては熱心に各発表に耳を傾

けていた。保健省大臣もバグダッドから駆けつけ、海

外ゲスト一人ひとりに直接あいさつ。報道関係者も多

く、私も新聞やラジオからの取材を受けた。

イラクの発表者の中には、アル・アリ、アサード、

ジャナン医師など日本との関係が深い医師らも。最初

の討論テーマが「劣化ウランとがんの増加」で、この問

題への関心の高さがうかがわれた。

■イラクの人々に評価された日本の民間支援（5/6）
多くの支援者の中から、オーストリアの巨大NGO代

表のエヴァさんと私（小野）の2名に栄えあるスピーチ

の機会が与えられた。私とエヴァさんを同格扱いとし

たところに、イラク側の日本人への感謝、期待、医療

研修支援への評価などが見てとれる。医師研修と交流

を中心とする私たちの支援方法は、他の多くの参加者

からも賛辞を受けた。

■なつかしい人々との再会
カリド、クルド、アドナンの各医師一家、それ以外に

もアッバス、イブラヒム、ナビール、アミールの各医

師、それから看護師のアミーラさんとマハムードさ

ん。なつかしい人々との再会を果たせた。みんな、

「ウェルカム、夢のようだ」と言ってくれる。私も、感

無量だった。

(2009.5.9)

セイブ・イラクチルドレン・名古屋

代表　小野万里子

カリド・イドリッシ医師　43歳
バスラ・教育病院　整形外科
2005年 9月から2005年 11月まで　
愛知医科大学病院整形外科にて研修。

バスラの内戦が激化する中での来日でした。遠く離れ
た家族を心配しながら研修を積む日々でした。
誰からも愛される優しい紳士、サッカーやピアノの腕
前も大したものでした。

「日本の整形外科はお年寄りの患者さんが多いで
すね。さすが長寿国。イラクでは比較的若い方
や子ども骨肉腫の患者さんが増えています。」

小野代表と山縣副代表が、バスラ国際がん
会議に招待され、イラク入りしました。現
地からの最新緊急レポートです。



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。

2008 年 4 月 17 日、名古
屋高等裁判所で、自衛隊の
イラク派兵は憲法 9 条 1 項
に違反する、という違憲判
決が出されました。この裁判は、イラク戦争に
日本政府が賛成したことでイラクの人びとをた
くさん傷つけた、加えて自衛隊まで派兵してこ
れ以上加害者になることには我慢できない、と
いう気持ちで始められました。私は裁判の最初

から弁護団に参加しましたが、セイブ・イラクチルドレン・名古屋の活動で知ったイ
ラクの子どもたちの現状が、この裁判を続けていく強い力になりました。憲法違反と
いう判決が出されても、それですぐイラクの子どもたちを取り巻く環境が良くなる訳
ではありません。でもこれ以上、日本がどの国・地域の人びとに対しても加害者にな
らないために、とても大事な判決、活かしていきたい判決だと思っています。

（実行委員長　及部 十寸保）豊橋　いのちの音楽会

自衛隊イラク派兵差止訴訟弁護団（弁護士　田巻 紘子）

●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

（英語が話せなくても大丈夫です）

●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）

●マンスリー募金にご協力ください●
毎月ご指定の金額を、ゆうちょ銀行の口座から自動で
引き落とします。（一口500円より）
これからもイラクの子どもたちに必要な支援を続けて
いくために、ぜひ安定した財政へのご支援をお願いい
たします。　※引き落とし手数料は一回につき50円です

支援金送付口座のご案内
ゆうちょ銀行　振込口座番号　店番089　当座　0059026
ゆうちょ銀行　振替口座　00870－2－59026
口座名義「セイブ・ザ・イラクチルドレン・名古屋」

世界中でイラクへの米軍の
武力行使に反対するデモが
起こる中、うたごえの方か
ら「私たちも音楽で平和の
声をあげたい」との提案で
この音楽会は始まり、今年
で7回目となる。
この会には様々なジャンル

の音楽家が、全て無償で出演して下さる。皆の心を結ぶのは平和の
尊さ、いのちの大切さを歌いたい、演奏したいという思いだ。
イラクでの武力衝突は収まるかにみえるが、無差別攻撃、クラスター
爆弾、劣化ウラン弾により、いまだ多くの子供たちが過酷な状況に
苦しんでいる。この会の収益は全てセイブイラクチルドレン名古屋
を通し、現地で今最も必要とされる医療支援に供される。
この音楽会で絆を強め、平和を願う皆の心が会の成功の源となって
いる。

セイブ・イラクチル
ドレン・札幌は同じ
北海道の高遠菜穂子
さんと物資支援の共
同事業を行いまし
た。3 月 16 日に
石狩新港を出航した
コンテナは、4 月
19 日ヨルダンのアカバ港に到着しました。港からイ
ラクのラマディまでは陸路です。
今回は電気事情が悪いイラクにソーラーパネル 32
セット、ベッド（新生児用含め）67台、車いす48台、
電子血圧計 5 台、その他ぬいぐるみ 160 個などが
届けられます。イラクでは昨年秋に来日したエンジ
ニアのカーシムさんらが荷物を受け取り、ソーラー
パネルの設置、稼働に向け調整をします。

詳しくは事務局までお問い合わせください　電話052-852-1336　FAX052-858-3851

イラク派兵は憲法違反だという判決
が出たことを知っていますか？本著
は歴史的な違憲判決を誰にでもわか
るようにレクチャーしています。
売上金の一部は、イラクの子どもた
ちの支援に寄付されます。

『「自衛隊のイラク
派兵差止訴訟」判
決文を読む』
川口創・大塚英志
共著
角川書店刊

派兵差し止め訴訟
- 本の紹介 -
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