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ウクライナの悲劇 ～癒されぬ過去の再来～ 

（ロシアからの謝罪） 

講師： エレナ・シュヴァルツ 生物学博士、英語教師（モスクワ在住） 

 
皆さま、こんにちわ。 
本日は「ウクライナの悲劇、癒されぬ過去の再来」というテーマでお話ししたいと思います。 
 
今年は、私の国（ロシア）の歴史の中でも、最も劇的な年と言えると思います。ロシアが虚
偽の理由で、主権国家であるウクライナを攻撃して甚大な破壊を行い、ウクライナ国民に大
きな苦しみを与えているからです。 
ここで、現在のプーチンによる国家とロシア国民全体を同一視することは誤りであると強
調したいと思います。 
国家に反対して、非人間的な戦争に抗議する私の国の全ての人々の名において、私はウクラ
イナの人々を全面的に支持し、彼らの正当な戦いに連帯することを表明します。 
私は、自分の国が行っていることを深く反省しています。同時に、侵略と残虐行為の責任を
負うべき全ての者が、その罪を贖う日が来ると確信しています。また、恐ろしい没落の後に、
わが国が復活できると信じています。 
しかし、この復活ということは、ロシア国民一人ひとりが、国の将来は個人の立場と行動に
かかっているということを認識した場合にのみ、実現可能となると思います。 
私自身も例外ではありませんが、長い間 自らに緩く、腐敗が国のあらゆる領域に浸透して
しまうことを許してしまいました。長い間、何が道徳的で何が不道徳なのか、他人任せの判
断を許してきました。長い間、他人に責任を転嫁し、自分の役割を否定してきたのです。 
今こそ、私たちが国民であることを自覚し、一人ひとりが国家を再構築する出発点となるべ
き時だと思います。         
この国の過去と現在の道徳的状況を真剣に考え直すこと、このことが今ロシア社会の、そし
て私たちの義務であると信じます。 
ロシアはソ連邦の一部だったので、第 2 次世界大戦の戦勝国の一つでした。けれども、ファ
シズムに勝利したことは、わが国がファシズムに感染しないという保証にはなりませんで
した。逆説的に言えば、勝利したことにより、ロシアはファシズムに感染しやすくなったと
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言えます。私たちは、勝者であったがために、自分たちの行動を正しく分析できなかったの
です。戦時中に赤軍が、フィンランドやバルト諸国で行った残虐行為、何百万人ものウクラ
イナ人、ジョージア人、チェチェン人、タタール人やロシア人も含む自国民に対する犯罪行
為は、どれも十分に公表されておらず、公の謝罪もなされてはいません。 
そうした犯罪の一つに挙げられるのが、1932～33年にかけて最大で 800 万人のソ連市民が
餓死した強制的な飢餓です。その餓死者の半数以上がウクライナの人達でした。さらに大規
模な弾圧、銃殺、全民族に亘る国外追放、全社会階級に及ぶ抹殺など、悔い改められること
のない罪、隠されたトラウマなど、根深い罪の重荷がのしかかっています。 
この暗い過去の重荷が、明るく自由な未来に向かう途中での巨大な障害となっています。さ
らに、過去の犯罪を全て隠蔽し、勝利と成果を誇張することで、ロシア人の「独善的な偉大
さ」という歪んだイメージが自身の眼の前に映し出されるわけです。このような自分自身に
ついての倒錯した理解は、危険な民族主義的イデオロギーの重要な基礎となるものです。 
西側の罪深さと、民主主義の欠陥に対する確信が加わり、ファシズムに似た可燃性の強いイ
デオロギーの混合物が出来上がるのです。 
ロシアとは対照的に、ウクライナはソ連の過去を克服して、言論の自由や競争選挙などの価
値を持ち、全体としてヨーロッパの民主主義文化に同化することに成功しました。そのため、
ロシア当局の誤解と憎悪は、益々大きくなりました。 
ロシア政府は長年に亘り、情報戦、イデオロギー戦、そして政治戦を展開して、主権国家で
あるウクライナを切り捨て、ウクライナの文化をロシアの文化よりも劣ったものとして扱
ったのです。ウクライナ人が話す言語は、ウクライナ人が暮らす場所や方法を決める権利が
ロシア人にあることを正当化するためのモノでした。 
この国家的な傲慢なイデオロギーは、何年にも亘ってロシア人の頭の中にしつこく植え付
けられてきました。その結果、私たちはウクライナに大きな苦しみを与え続けると同時に、
私たち自身も深い道徳的劣化と社会の深刻な危機を受けることになったのです。この危機
から脱するためには、先ず自分自身についての真実を明らかにするために、終わっていない
仕事を終わらせる必要があります。 
この作業が、国家によって開始されたのは 1980年代後半の短い期間だったのですが、今で
はすっかり忘れられています。1991 年にソ連が崩壊した時に、旧ソ連から誕生した新たな
15 の国々は安易に自由を受け入れたのですが、混乱の中で自国の問題に取り組むだけで精
一杯で、自分たちの共通の歴史を考えようとはしませんでした。旧ソ連邦諸国の人々と自国
民に対して最も大きな責任を負うべきロシアは、自らの社会でこうした作業を行わず、国際
的なレベルでもこうした作業に真剣に取り組むことはありませんでした。 
ここで、私たちが常に意識しなければならないのは、旧ソ連諸国だけでなく悲しいことに日
本を含む多くの国々との間にも、癒えないトラウマや過去の未解決の紛争がたくさんある
という事実です。今日でもこのことが、その国々との多くの分野における協力関係に深刻な
支障をきたしています。私自身、ロシアの政治家が長年に亘りクリル問題に対して善意を示
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したことがなく、公正な解決策を見出すことができなかったことを非常に残念に思ってい
ます。 
ロシアとウクライナの戦争の悲惨な教訓は、癒えない過去は常に逆襲してくるということ
です。隠されたトラウマや隠ぺいされた犯罪を全て明らかにして謝罪と和解を準備するた
めに、様々な国に機能的なグループのネットワークを構築する国家プロジェクトが必要で
す。これは、とても時間のかかる大きな仕事ですが、どこかで始めなければなりません。 
ここで重要なことは、誰でもが「和解の大使」になれるということです。政府が、その準備
を整えるまで待つ必要はないのです。私たち自身が国の代表として、自分自身の権利として
始めることができるのです。これこそが、IofC が各国のグループ間の対話の仲介者、そし
て和解の推進者として大きな力を発揮でき得る根拠だと思います。 
このことは、より広い意味で、私たちの歴史だけでなく道徳にも関わることです。 
私たちは、自分自身と周囲の世界に対して、これまでとは違うもっと大人の態度をとらなけ
ればなりません。そうすることで、誤解、虚偽、他者への屈辱、偽りの偉大さなどを防ぐこ
とができます。 
ロシアにおける変革への取組みの展望を語るときには、常にそれを促進する小さなグルー
プの存在があります。最近の仕事として、情報チャネルを使って道徳的基盤や国民の意識を
高め、議論を促進するためのキャンペーンが始まりました。これを実行するために、雑誌な
どの記事、ビデオインタビュー、オンラインの円卓会議等を計画しています。これに並行し
て、私たち相互のトラウマについて話し合ったり、将来の和解に向けたガイドラインを作成
するために他国のパートナーも探しています。可能であれば、インターナショナル・メモリ
アル（「歴史と教育の人権協会」＝ロシア、ウクライナ、ラトビア、カザフスタン等のメン
バーからなるNPO）の協力を得て教育プログラムを開発し、ソ連の弾圧やその他の犯罪の
歴史を公表するための既存のプログラムを再構築する計画があります。 
良いお知らせとしては、ソ連時代の弾圧やその他の残虐行為の歴史についての資料収集と
その体系化に関する作業の大部分はインターナショナル・メモリアルによって既に達成さ
れているということです。全てのアーカイブの準備が整ったら、国民の悔恨、謝罪、和解に
関するプログラムの立ち上げは、より容易になることでしょう。 
ところで、ロシアには人道的で民主的な倫理的伝統もありました。そのことを明らかにする
ために、私たちはフィリップ・グーバイヤと共に、ロシア文化における良心の概念をテーマ
とする映画の制作を検討しています。私たちの歴史が、百年に亘る負の側面を持つ一方で、
それとは異なる良心や倫理的な側面も有しているという認識は、ロシア国家を自由で責任
ある人々の社会として再構築するに当たっての鍵となります。 
完全な和解と信頼の回復、それはロシアとウクライナとの間、そしてロシアとバルト諸国と
の間、さらにはロシアと日本との間の関係も含めて、その道のりは一見困難で非常に遠いも
のと思えますが、その達成には我々の決意を伴った努力に勝るものはないと確信していま
す。 
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私たちは、将来の世代と彼らに残すべき地球に対して責任を負っています。私たち人類が、
今日直面しているグローバルな課題については、国家間の関係を誠実さと信頼に基づいた
ものに再構築する努力なくして解決できるものではありません。それ以外の選択肢はない
のです。 
もし、私たちが過去を明るみに出さず謝罪もしないとしたら、またトラウマを癒さず道徳を
改革しないなら、人類の運命は暗澹たるものとなるでしょう。 
来るべき世代の未来のために、私たちは今、自分自身を変えなくてはなりません。 
ご清聴有難うございました。 
 
                                      以上 
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強い民主主義を作るための、私たち市民一人ひとりの役割 

講師： ジョン・ボンド 元国際 IC評議会事務局長 

 
皆さま、こんにちわ。 
ご紹介いただきましたジョン・ボンドです。 
私は、実はイギリス人でありながらオーストラリア人でもあります。若い頃から、IofC に
深く関わってきました。訪ねた国も 30 カ国以上になります。日本の皆さんには敬愛の念を
抱いております。皆さんに今日お話ししたいことは、とても重要なことで、民主主義をどの
ようにして強化することができるかということです。 
 
ロシアがウクライナに侵攻した時、明らかにロシアはウクライナを数日以内で支配できる
と考えていました。しかし、そうはいきませんでした。ウクライナ人は、プーチン大統領の
予想をはるかに超えて団結しました。独立を維持する決意を持っていたのです。 
なぜこのようなことが起きたのか、考えてみると理由はいくつもあるのでしょうが、ここで
お話ししたいのはウクライナで知られている Foundations for Freedom（平和の基礎）の役
割です。 
「平和の基礎」という名で知られているのですが、これはイギリスの建築家エリック・アン
ドレンが、1989 年にソ連が崩壊した時に独立したばかりの東欧諸国の学生たちに向けて講
座を開いたことに始まります。直訳すれば「自由の基礎」ですが、「平和の基礎」と呼ばれ
てその名で知られるようになりました。エリックは、権威主義的な支配から解放されたから
と言って、直ちに民主主義が花開くわけではないということを知っていました。民主主義と
いうのは、全く新しい価値観を学ぶことなのです。権威主義者は恐怖を使って支配しますが、
民主主義者の統治は愛によるものです。政敵を含む他者を尊重し、国民に奉仕し、清潔さに
よって信頼を勝ち取り、もし自分に不利な投票結果が出れば権力を放棄します。こういった
ことが、私たちの道徳的な価値観になっているのです。これは又、私たち Initiatives of 
Changeの価値観でもあります。エリックは、民主主義の道徳的・精神的な規範を学ぶ 10 日
間のコースを企画しました。これが「平和の基礎」と名付けられたプログラムです。これを
東欧の学生に提案したところ、熱心に受け入れられたのです。このコースが広まっていくに
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つれ、学生を中心とするさらに多くのグループがエリックを招くようになりました。   
ポーランド、ウクライナ、モルドバ、チェコ等で、数年間におよそ 3,000人がこのコースに
参加したと推定されています。その結果、多くの人が民主主義の価値観を知り、それぞれの
国で民主主義のために働くことを決意しました。彼らは当時学生でしたが、今彼らの多くは
著名な地位についています。汚職と戦い、同僚との間に信頼を築き、誠実なメディアを作る
ために働いてきました。彼らは、真の民主主義を提唱してきたのです。多くの人々がこの動
きに加わっています。ウクライナという国は、言語によって分断されています。西側ではウ
クライナ語が使われ、東側ではロシア語です。ロシア語圏の人々は、しばしば自分たちを 2
流市民だと感じてきたのですが、西ウクライナの人達はこの溝を埋めるべく、橋渡しをする
ことを決意しました。仕事の合間を縫って、東ウクライナに赴いて信頼の架け橋となるべく
活動しています。ある映画製作者は、西ウクライナの炭鉱労働者と東ウクライナの炭鉱労働
者、それぞれの日常生活を TVで紹介するドキュメンタリー番組を作りました。その番組で
は、同じ仕事している労働者が、日常生活で同じ問題に直面していることが示されていまし
た。この番組をきっかけとして、そのドキュメンタリーに登場した人、また番組を見た人達
の間で対話が交わされるようになり、連帯感が生まれています。 
ロシアがウクライナを侵略した時、プーチンはロシア語を話すウクライナ人は侵略者であ
るロシア軍を歓迎するだろうと思っていましたが、ロシア語を話すウクライナ人の多くは
ウクライナ軍を支持しました。 
「平和の基礎」は、歴史を癒すための対話を促したのです。 
 
ウクライナは、20 世紀に過酷な歴史を歩んできました。1930年代には、ロシアの指導者が
ウクライナ人を虐げるために起こした飢饉（ホロドモールと呼ばれています）によって 400
万人が餓死し、第 2 次世界大戦では 1,000 万人が死亡しました。ウクライナの人口の 4 分
の 1 に当たります。今の若い世代の祖父母の代のことですが、恐ろしい歴史の中を生きて
きたのです。「平和の基礎」で活動するチームが、本の出版やドキュメンタリーの制作など
を通じて、こういった歴史を伝える機会を作り出し、それがウクライナの若者たちの間に広
まっていったのです。若い世代が、シニア世代に尊敬の念を抱くようにもなりました。この
若者たちは、ポーランドやドイツ、フランスの若者とも交流を重ねて、一緒に昔の強制収容
所や戦争博物館などに足を運び、良心や祖父母の時代に何故戦わなければならなかったの
かということを理解して、2度とこのようなことが起こらないようにしようと決意しました。 
また、ウクライナでは現在約 200 の市町村で、Participatory Budgetting（参加型予算編成）
と呼ばれるプログラムを立ち上げて、草の根的に民主主義を強化しています。 
このプログラムでは、チームが市町村の議会を訪ねて予算の３％を市民のために確保し、そ
の使い道を市民に呼び掛けて提案してもらう、というものです。市民から出てきた提案をリ
ストアップして、それに対して全市民が投票できるようなシステムを作り、最も賛成票が多
いプロジェクトが実施されるわけです。この参加型予算編成により、新しい子供の遊び場が
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できたり新規のバス路線ができたり、新しい議会庁舎ができたりしました。 
一人ひとり誰もが、自分の国を作るという役割を果たしている、ということを学ぶのです。
このことは、非常に大きな意味を持っています。というのは、何十年にも亘る権威主義的な
支配の中にあった人々にとって、自分たちで物事を実行していくという体験自体に大きな
意味があるからです。市民が、自分の一票が町や都市の改善に役立つと自覚できることは、
これから民主主義を機能させていこうとしている国にとって重要な教訓になります。 
今、ウクライナの人々は、ロシア軍の侵略を受け母国から避難しています。こういう人たち
を私たちは支援しなければなりません。そうしないと、強い国が無理を通して結局勝ってし
まうことになります。そういうやり方が広まってしまうことになります。 
しかし、国際法を犯しているのはプーチンだけではありません。イギリスでも、ボリス・ジ
ョンソン元首相の政権下で起きたことですが、自分の政党が政権を維持できるように、法の
支配を無視するということが度々起こりました。幸いにもボリスは辞任に追い込まれまし
たが、私たちイギリス人は民主主義に対するこの脅威を深刻に受け止めました。ウクライナ
の人々やエレナのようなロシア人がイギリスの学校や大学を訪れて、民主主義を深く信じ
ているリーダーを選ぶことの重要性を語ってくれることを期待したいと思います。 
もう一つ、政治家が自分の言い分を通すための武器とするのが、マイノリティに対する迫害
であることがあります。このことについては、私はオーストラリアで具体的に体験しました。
イギリス人は、1788 年にオーストラリアでの入植を始めたのですが、先住民のアボリジニ
の人々を追いやって自分たちの国を作っていきました。裁判所からは、白人はアボリジニと
土地を共有しなければならないという判決が出ていたのですが、それを無視して開発を進
め、アボリジニから大きな怒りを買っていました。けれども、オーストラリアの中には、お
互いの信頼を構築しなければならないと考える人もいました。それまで先住民に対して行
われていた不正義、例えば先住民を白人のコミュニティの中に強制移住させるなどの政策
がとられたのですが、こうした不正義を何とかしなければいけないと考えた人々です。これ
らの人々は、こうした過去の過ちについて、アボリジニに対して謝罪する必要があると考え
ましたが、当時のオーストラリア政府はそれを否定しました。しかし私たちは、政府ではな
く国民レベルで謝罪しようと呼びかけました。私がこの運動の事務局長を務めたのですが、
政府の関わりなしで「謝罪の日」を設けることにし、「癒しの旅」を行いました。 
この「癒しの旅」には、その後 9 年間で何千人もの人が関わっていくことになりました。具
体的には、アボリジニと白人が一緒になって、アボリジニの歴史や文化とともにその苦しい
生活を紹介したり、謝罪のイベントを毎年行ったり、メモリアルを建てたりしました。 
こうした運動を続けるうちに、先住民と白人との関係についての人々の認識が変わってい
きました。 
2007 年の選挙で新政権が誕生したのですが、新首相が「私が首相です。先住民に対して謝
罪したいと思います。野党も一緒に謝罪しませんか。」と呼びかけたのです。 
この時点で、ずっと謝罪を拒んできた野党が変わりました。ついに、国会をあげての謝罪と
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なったのです。現在は、アボリジニの人達の保健衛生環境の悪さとか、教育機会の不平等な
どの解消に向けた取り組みが進んでいます。白人と先住民が手を携えて、将来に向けた施策
を打つという流れになっています。 
以上のような体験から、私はとても重要な教訓を学びました。 
私たちは、間違ったことを行った場合、国レベルではっきり認識しそれを相手にキチンと伝
える必要があります。私たちが、過ちを認めて相手に謝罪すること、そのことに先ずは市民
が取組んで国民レベルの認識にすること、そうすると今度は政治のレベルでの動きにつな
がる、ということです。 
このようにして、民主主義は強化されるのです。 
ご清聴ありがとうございました。 
                                      以上 
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こんにちわ。 
始めてお会いする方もいらっしゃって、ちょっと緊張しています。 
私は、スイス・コーの ICゲストハウスで、日本の方と初めてお会いし日本文化に触れまし
た。 
今日は、写真もお見せしながら私のこれまでの人生についてお話しし、戦火の中でどういう
体験をしているかについてもお話ししたいと思います。 
 
私が、初めて IofC の活動に出会ったのは 1997 年のことでした。当時私は、ウクライナの
クリミア半島にあるクリミア・アメリカ大学の学生でした。それまで、旧ソ連の外に出たこ
とはなかったのですが、その年初めてイギリスに行って IofC の国際コース・プログラムに
参加しました。そのプログラムには、世界中の人々が集まっていて、私たちは 1 つの国の市
民であるだけでなく、世界の市民であり相互に繋がっていることを理解しました。 
このイギリスに行った時、私は 20 歳でした。それまでの 20 年間で私の基本的な人格は形
成されていたのだと思います。 
私は 1977 年に、当時はまだソ連の一部であったサンクト・ペテルブルグで生まれました。
7 歳の時、両親とウクライナのクリミアに移住しました。私の父は軍人だったので、クリミ
アに駐留するということで赴任したのです。 
つまり、私はロシア生まれで、ロシア人の血を持つ子供として生まれ育ちました。当時のソ
連は、世界で一番広い国でした。父が軍人なので、ソ連の軍隊は世界最強だと信じていまし
た。そういう環境の中で、ソ連以外の小さな国の人々はどうしているのだろう、などという
ことは考えもしませんでした。 
そうこうするうちに、ソ連が崩壊しました。けれど、クリミアは避寒地で海に囲まれたリゾ
ート地であったので過ごしやすく、両親は永住するつもりでいました。ということで、私は
クリミアで学校・大学に通いました。私の社会生活はクリミアで始まったのです。 
当時は、様々な国際的なイベントに参加するために、いろいろな所へ旅行しました。1991
年にクリミアが独立しましたが、私はロシア人の血を持つウクライナ人として、その独立に
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関わっています。 
私は、ロシア人としてウクライナ共和国に住んでいます。しかし、親族は皆ロシア人で、叔
父、叔母、従兄弟もロシア人で、サンクト・ペテルブルグに住んでいます。父も母もロシア
に住んでいます。私は、ロシア生まれでロシアの血が流れていますが、私の心、メンタリテ
ィーはウクライナ人としてのモノです。 
 
今、私はロシアを憎んでいます。私の血がロシア人であることも疎ましく思っています。 
そういう状況の中で、ロシア人である私の両親や親戚の人に対しても、憎いと思っているの
かどうか・・・。 
私は自由でなければならないと考えています。何か私がやりたくないこととか、やってはい
けないと考えることがあった場合、自由に断ること、ノーと言えることが大事だと思ってい
ます。自分の国が助けを求めているのであれば、積極的に助けを提供することが重要だと考
えています。 
今回の戦争が始まったのは 2月 24 日でしたが、すぐに私の周囲では砲撃や爆撃による被害
がありました。しかし、ロシアにいる両親や親族は、私の身には心配はないと思っていまし
た。ロシア軍が攻撃しているのはウクライナ軍の関連施設だけなので、あなたには関係ない
と言っていました。しかし、これは現実とは全く違います。ロシア人に伝わっているリアリ
ティは、ロシアのメディアが作ったものなのです。 
私は先程、ロシア人の親族とか、私のロシア人としてのルーツとか、ロシアにいる友人とか
に憎しみがあると言いましたが、現在は彼らは「具合が悪い」のだと思うようにしています。
例えば、彼らが何か精神的に不調なのだと分かれば、彼らを憎むことはありません。疾患な
のですから。その代わりに、とても残念だと思いますし、可愛そうだとも思うようにしてい
ます。そう考えることで、今でも彼らとコミュニケーションを取ることができています。 
 
私は国際的な紛争の場で、その和解のための対話型ファシリテーターのネットワーク構築
の活動をしています。対話型ファシリテーターのネットワークを構築することによって、ウ
クライナ国内とウクライナ周辺の国々との橋渡しを行ってきました。戦火が激しくなって
以来、このネットワークによって世界中からサポートが届くようになりました。最初の頃は、
世界中からのメールが立て込んで「どうしてますか」というような簡単な問い合わせにも返
事を返すことができませんでした。つまり、ケアやサポートの洪水に溺れそうになってしま
ったのです。 
とは言っても、たくさんの支援物資やお金を送って頂き、また「アンジェラのために祈って
ます」とか、「皆さんの傍にいつもいます」という激励のメッセージを頂くと元気が出ます。
世界中の人々が、私たちのために祈りを捧げてくれたことで大きな活力を頂きました。この
ような活力が、今もロシア軍に対して戦うエネルギーをもたらしています。この戦争は世界
と一体となっている私たちと、私たちに戦いを挑んでいる「具合の悪い人達」との戦争です。
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まさに私たちが世界中の人々と一丸になっていることが大事なのです。 
ここで、私たちが一体となっているという映像をお見せしたいと思います。戦いの最中の映
像で、私が本当に感動したものです。歌や音楽は、私たちを鼓舞してくれる、謂わば武器と
なるものでもあります。 
《ウクライナの兵士と、様々な年齢層の市民が一緒に歌を歌っている画像が映る》 
19 世紀から続く、ウクライナ軍を象徴する古い歌です。キーウの街で最古の広場の一つで
歌っています。兵士、軍人が砲撃を受けながら、市民に対して「皆さん無事ですか、私たち
を支えてくれて有難う」と市民を気遣い、市民に感謝している歌なのです。 
多くのウクライナ国民が、祖国を離れました。でも全員ではありません。残っている人も大
勢いますし、一旦祖国を去った人で戻ってきた人もいます。私たちは兵士ではありませんが、
自分の国をどうサポートするかと考えています。勿論、女性や子供、また家族を守るために 
より安全な場所を目指して避難する人がいることは理解できます。しかしウクライナに留
まって、しなければならないことが沢山あることも事実です。私たちが、毎日ボランティア 
で活動しているこの場がまさに戦場なのです。 
 
今、私たちのキーウの街がどんな状況か見て頂きます。 
《ビルの照明が消えている街の写真を写す》 
この写真は、自宅の窓から街の様子を撮ったものです。戦争前には、夕方でもビルの窓は全
て照明がついていました。今、キーウの市民の半数位は避難していますが、残った人々はボ
ランテイアで何らかの支援活動を行っている人達です。ボランテイアの仕事はいろいろあ
って、誰かから何らかの助力の依頼があった場合、または不足しているものなどがあった場
合に、そこに出向いて必要な活動を行うというのが一般的な形です。例えば、自宅が破壊さ
れたりして住む家や部屋を探している家族のために、空いている家や部屋を探して斡旋す
るような活動もしています。シーツや衣服などのお世話もします。対象者は、ほとんどが女
性と子供です。男性は戦場で戦っているのです。避難するのに、お金が必要な家族もいます。
着のみ着のままで逃げてきたので、お金を持っていないのです。このような家族のためには、
友人などと電話連絡を取ってお金を集めます。世界中の友人から、人道的な支援物資が届い
ています。医薬品や懐中電灯、生活用品などです。前 IofC 会長のエドワード・ピーターズ
氏は娘さんのカレンさんとともに、子ども用の靴を送ってくれました。これらの靴は、私が
必要としている人達に届けました。また、避難の途中で移動中の人々もいます。この人たち
には、食品も衣服もお金も不足しています。友人が私の口座に送金してくれるので、そのお
金を使って必要なものを揃え、また電車・バスなどのチケットも購入しました。軍人・兵士
のためには、手袋を購入したりヘルメットや防弾チョッキを調達したりします。これらの品
は、州が公に提供しているものもありますが、ボランテイアが提供しているケースも多いの
です。 
国外に避難した人たちは、比較的財政的に余裕のある人達が多いのですが、そんなに余裕が
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ないのに家が破壊されてしまった人たちは、お金に困っています。この人たちには、国内で
支援を行うボランティアが必要です。私は、そのために国内に残ると決めました。また、ボ
ランティアが必要な品物を調達して用意するには、キーウで手配することが最も手に入り
やすいのです。助けを必要とする人には、私にできることであれば、いかなる助けであって
も提供したいと考えています。 
私の友人で、息子を連れて海外に脱出した人がいます。彼は自分の乗用車をキーウに残して
行きました。ボランティアの団体が使えるようにと残していったのです。これが、私たちの
サポート活動の基本的な姿勢で、自分たちで提供できるものは全て提供するという考え方
です。この一体感・連帯感こそが、私たちの強みです。 
ボランテイア活動のほかに私が行っていることは、I-phone などで写真を撮って記録として
Web 上で公開しています。軍人は顔を隠して公開します。ロシアの占領地域に家族を残し
ている兵士もいるので、身元がわかってしまうと家族の身が危険に曝されるからです。 
 
私たちボランティアが、自分たち自身を元気づけ、鼓舞するためにしていることを２つ紹介
します。 
《花束の写真と、兵士の踊りの動画を示す》 
1 つは、自分たちのために花を買うのです。小さな花束です。これは、自分たちの心の癒し
になりますし、花を栽培して売っている農村の方々への支援になります。花屋さんの経済的
な助けにもなります。2つ目は、毎朝 元気な気持ちになれるように、20 秒程の短いビデオ
を見ます。軍人が、戦火の合間に歌って踊っている様子が映っています。このような動画を
見ることで、私自身が励まされ、活動を続けるエネルギーを貰っているのです。 
この写真と動画を見て頂いたのは、ボランティアを続けている私たちが、自分たちをどのよ
うに奮い立たせているか、また他の人々からどのように力を貰っているのか、を見て頂きた
いと思ったからです。戦場の悲惨な場面、市民の苦しい生活の様子などの写真もありますが、
そういった辛く苦しい写真・動画は、皆さんも TVを通じてたくさんご覧になっていること
と思います。 
戦火の中の、私たちの日常についてご理解いただければと思います。 
この辺りで、一旦話を終えたいと思います。 
 
【この後、聴衆からの質問に対して】 
（質問 1）： 
今回のウクライナの問題は、日本人にとって他人事ではないと思います。自分の問題として、
明日は我が身という姿勢で、深く考えるべき問題です。その際、日本は日本のスタンスをど
うとるべきか、インドのような独自の中立的な姿勢をとることができるのか、と考えてしま
います。日本人の覚悟が問われていると思うのです。戦時下での気持ちの持ちようという点
は如何ですか。 
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（アンジェラ氏の回答）： 
この戦争を、自分の問題として考えてくれるということ、明日は我が身と捉えてくれるとい
うことはとても有難いことです。 
私は先ほどもお話ししましたが、この 20 年来、紛争地域に対して参加型ファシリテーショ
ンの活動を行ってきました。これは、対立する 2 つの地域・グループ間で対話を促進して、
和解を促す仕事です。その際重要なことは、間に入る私たちが中立であることです。 
この戦争でも、中立の立場が原則として重要であることはわかります。その意味で、先ほど
のご意見に賛成します。 
しかし同時に私は、原則として中立という立場が、あらゆる場合に適用できるものでもない
ということを今回の戦争で学びました。もしウクライナで、自分は中立だと言っている人が
いるとすれば、私はそれを聞いていることが苦しくなります。戦車に乗って子供を銃撃して
いるロシアの兵隊を見れば、中立でいることはとても難しいことです。私自身、自分の精神
的な成長はまだ未熟だと思っていますが、戦火の中で支援活動を続けていると、中立でいら
れないこともあります。但し、自分の立場としては、常に平和をもたらす立場、ピースメー
カーでなければいけないと自分に言い聞かせています。 
 
（質問 2）： 
アンジェラさんが、「具合が悪い人」と考える人達とコミュニケーションをとる際に、どの
ような考え、姿勢で話をしようとするのでしょうか。気持ちの安静を保った状態で、話をす
ることはとても難しいのではないかと思うのですが･･･。 
また、話をしていて、彼らの考え方を正そうとすることはないのでしょうか。正そうとする
気持ちが出るとしたら、その気持ちを、どう抑えようとしているのでしょうか。 
 
（アンジェラ氏の回答）： 
私は、家族の中では政治の話をしないことにしています。また、誰かが政治の話を始めた場
合には、警告をすることにしています。「私は、そういった話をすることは苦しく感じる」
とか、「怒りを感ずる」という風にハッキリ言って、話を止めることもあります。 
クリミアがロシアに一方的に併合されて以来、家族とは政治の話はしないことに決めまし
た。さらに、修道院に 2か月籠って、彼らを正すこともしないと心に決めました。 
自分の心の安寧のためにも、「具合が悪い人」の考え方を正すことはせず、プロパガンダに
も参加しないと決めたのです。 
私の従兄弟は、ロシア軍に招集されウクライナで戦っています。恐らく彼は、生き延びられ
ないのではないかと恐れています。彼が生存して帰還したとしても、彼と眼を合わせること
ができるかどうか・・・分かりません。祈るのみです。回答になったでしょうか。 
                                     以上 


	221002エレナ女史講演録
	221002ボンド氏講演録
	221015アンジェラ氏講演録

