「ガザ・釜石合同凧揚げ大会及び交流会」完了報告 2015年4月
2015年3月8日

釜石の空に希望の凧が揚がった

日本リザルツ 吉田美紀
yoshida.results@gmail.com / 090-9234-2986

東日本大震災で被さいされた方を想い、毎年3月に凧揚げを行ってきたガザ
の子どもたちの気持ちが、釜石の子どもたちに届いた。
2015年3月、「ガザと日本をつなぐ大空に、揚がれ！希望の凧」のスローガン
の元、合同で凧揚げ、そして、インターネット電話による交流会が開催された。
外務省、復興庁、岩手県、釜石市を始めとした、５０以上の団体や企業、メ
ディアなどにご後援・ご協力いただき、イベントは大盛況のうちに幕を閉じた。
今後も、お互いを身近に感じ、思いやる心の交流を続けていきたい。
スクリーンに映る釜石の子どもたちに
話しかけるガザの子どもたち

2012年からガザで続けられてきた凧揚げに、
釜石の子どもたちが応えた。
戦争で大変なのに、今年も日本のことを想ってくれてありがとう。
被さいした日本を、支えてくれてありがとう。
凧には、「絆」「友情」「平和」などの文字があった。

【凧揚げ大会】
約1,000名が参加
日本リザルツ代表 白須紀子
も参加

釜石とガザ
釜石
【凧揚げ大会】
約350名が参加した他、約200名
が見学
【交流会】
5名の中高生他、幅広い年代層
の計20名が参加

スクリーンに映るガザの
子どもたちの話を笑顔で
聞く釜石の子どもたち

ガザ

凧揚げで交流で
つながった
そして．．．

釜石の子どもたちは、少し照れながらガザの子どもたち
に思いを伝えた。
「応援しています。いつか、実際に会いましょう」

ガザと釜石の子どもたちが、自由にお互いの国を行き来できる世界を
実現するために、今、私たちができることは何か。
日本の復興を願って凧を揚げるガザの子どもたちのために、ガザの復
興をサポートしなくてはいけない。そして二度と戦闘に巻き込まれるこ
とのないよう、国際社会が責任を持って、彼らを守っていかなくてはい
けないのではないか。

【交流会】
13～15歳の子どもたち計8名
身を乗り出して積極的に話すガ
ザの子どもたちが印象的だった。 が参加
日本への思い、あこがれ、希望。
「震災があったのに、ずっと支え
続けてくれて、ありがとう」
（写真左・写真下：UNRWA提供）
2012年から続けられている東日本大震災の
被さい者を激励する凧揚げ。
昨年起きたガザの戦闘により、
今年の開催が危ぶまれたが、
子どもたちの強い希望により実現した。
「日本」「WE♥JAPAN」などと書かれたTシャツ
を着て、日の丸の手作り凧を揚げた。

2015年3月9日

ガザの空にも希望の凧が揚がった

「Gaza/Kamaishi Joint Kite Festival and Web Meeting」 Completion Report
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April, 2015
2015.3.8
Kites of Hope flew
in the sky in KAMAISHI

Children in Kamaishi responded to the continuous support
from children in Gaza flying kites for Japan.
Thank you for thinking of Japan despite of difficulties you
are facing from the conflict. Thank you for supporting
Japan devastated by the earthquake and tsunami.
They wrote “solidarity,”
“friendship” and “peace” on their kites.

KAMAISHI
【Kite Festival】
About 350 people joined
About 200 people came to
support
【Web Meeting】
20 people including 5 juniorhigh and high school students
and various age groups joined

Children in Kamaishi listening to
children in Gaza in the screen

Kind thoughts of children in Gaza flying kites every March to show solidarity for the people
affected by the Great East Japan Earthquake reached the children in Kamaishi.
In March 2015, Kite Festival and Web Meeting through Internet phone were held with the
slogan「Kites of Hope, Fly Under the Same Sky in Gaza and Japan」.
More than 50 organizations from government offices to private sectors, media, and NGOs,
including MoFA, Reconstruction Agency, Iwate Prefecture, Kamaishi City supported, and
the events were completed with great success. We will continue strengthening
communication of the people to feel close and grow caring heart for each other.
Children in Gaza talking to children
in Kamaishi on the screen

GAZA
【Kite Festival】
About 1,000 people joined
Noriko Shirasu, Executive
Director of Results Japan
also joined

Kamaishi
and Gaza
Connected, and...

Children of Kamaishi were being shy at first, but told
children of Gaza their thoughts
“We support you. Let’s meet in person someday.”

What can we do today to realize the world where children in Gaza
and Kamaishi can visit each other freely?
For the children in Gaza who fly kites hoping for reconstruction of
Japan, we must support reconstruction of Gaza. And it is our
responsibility as an international society to keep them safe and not
to let them suffer from armed conflict ever again.

Leaning forward to the screen,
children in Gaza talked actively.
Thoughts for Japan, aspiration,
and hope.
“Thank you for supporting us
always even after the disaster.”

【Web Meeting】
8 children ranging from 13 to
15 year-old joined
（photos left and below by UNRWA）

Kite festival for Japan has been held in Gaza
every March since 2012.
Despite the Gaza conflict in 2014, event was realized
again this year with children’s strong will.
They wore T-shirts with 「JAPAN」 or
「WE♥JAPAN」 printed while flying their
hand-made kites of Japanese flag design.

2015.3.9
Kites of Hope also flew
in the sky in GAZA

