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解放の願い、家族安否…ヨルダンのイラ
ク人　思い交錯 

　【アンマン＝久保健一】ヨルダンに暮らす約３０万人のイラク人たち
は、国の解放を願いながら、残した家族を心配している。

　アンマンでの亡命生活４年の無職マルワン・ハカリさん（３５）は
「フセイン政権が崩壊すれば、ようやく春が来る。イラクは自由な国に
なる」と、興奮気味に米英軍のイラク攻撃を歓迎している。

　ハカリさんはイラク北部出身のクルド人。２１日はちょうど、クルド
地方に春を告げる祭り「ノウルーズ」にあたり、仲間で集まって「民主
イラクの将来」の草案を仕上げたという。

　「戦争が終われば、すぐ帰国したい」と語るが、アメリカは湾岸戦争
後に蜂起（ほうき）したクルド人を支援せず、「完全には信用できな
い」と不安を口にした。

　アンマンで塗装工として働くサーメル・マハムードさん（３３）は、
２日前、バグダッドに残した妻と子供２人に電話をかけて無事を確認し
たが、その後は電話がつながらず、安否は分からない。

　開戦以来、夜通しテレビにかじりついてきた。バグダッドへの空爆が
映し出されるたびに不安を募らせ、涙を流す。

　アンマンの食堂で働いて２年のハーレド・ナジムさん（３３）は、中
部バビロンに残した母や兄弟２人の安否を気にしながら、「フセイン大
統領には功罪はある。だが、米国は『イラク解放』の名のもと、自国の
利権を追求している」と、語気を強めた。

 ( 2003年3月23日付 　読売新聞　無断転載禁止)
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