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ドベル トベイト鍛

申の女達
■・ ウイニー 0マニデラ

ウイニ~・ マンデ ラは ■934年 南アフ リカ共和国に生れた。 したが って今年 4

4才 になる。 ■958年 、彼女は、反アパル トヘイ ト闘争、 南アの黒人解放闘争を

闘つているANCの 指導者 であるネル ソン 。マンデ ラ氏 と結婚 した。 ■96■ 年、

ネル ノン・マンデ ラ氏は非合法地下活動に入 り、 ■962年 に逮捕 され、 5年の判

決 を受けた。 以来、 ■5年 に及ぶ 魯ビン島 での獄中生活を送 ることとなった。彼女

自身 も、 ■963年 ■月 28日 に逮捕され、 2年 の判決 であ らゆる 自由を奪われ る

こととなった。彼女は夫のところに行 〈事 も許 されず、 もちろん、連絡を取 ること

さえ も特別許可な しには できないとい う状況 のもとに追 いうめ られ た。 そ して ■9

6ヤ 年 には 彼女が前年に夫のもとを訪ねた という事か ら判決に違反 した という理

由で再逮捕 され、 49■ 日にも及ぶ拘禁生活を よぎなくされた6 ■970年  1月
ユ 6日 、全容疑者 の釈放の時に、彼女に も適用されたが、

1再
び テ■活動 の容疑 と、

その危険あ りとい う事 で拘禁 された。 同年 9月 ■4日 、法廷は彼 らを告訴 し、

■970年 9月 30日 、彼女は新 しい拘禁命令で 5年 の判決 を受けたが 2週間で釈

放された。

これは、抵抗運動の全土に及ぶ拡大 のもとで、南ア政府が より弾圧 を強めている

ことを物語るものの ■つであろ うし、 彼女 の抵抗運動に かけ る激 しさを物語るもの

でもあろ う。 にもかかわ らず、同じく■0月 に、そ して ■9γ ■年 6月 。9月 に

逮捕され、 ■975年 には獄中生活 をもよぎなくされた。又、彼女 の家族、友人達

の逮捕にまで拡大された。 ■ 9γ 5年には、 これ らの判決 の期限が切れたが、 これ

は彼女 の ■5年に及ぶ闘争 の逮捕、拘禁の くり返 tン の間にある唯一 のはかない自由の

時間 であった。彼女 はこの短い自由の時に も勇気 を持つて国の人 々のために、 しい

たげ られた人 々のため lt~、 力強 〈訴 え続け、書 き続けた。

しか し、 ■976年 8月 の弾圧は再び彼女 をだま らせ ることとなった。そ して、
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次 々 とだ され る 新 しい命令は彼女か らあ らゆる自由を奪い続けているのだ。 にも関
わ らず、 彼女は今、限 られた自由の中で、 より根本的に闘 v/b続 けている。

彼 女 の闘 争 へ の参加は、 ネル ノン・マンデ ラ氏 との結婚に よつて、より本格的に

な っ た の ではないか と思われ るが、彼女 の闘争の歴史 を以上 のように大まヵて でも

ふ り返 ってみれば、単に、夫・ネル ソン・マンデ ラ氏の逮捕 といった ことに、それ

らが因 しているのでは /J― いとい う事が明 らかである。 つま り、彼女 の解放闘争へ の

認識 と 1/・ うものは「 黒人意識運動は人 々の覚せいを発展 させ、彼 らの誇 りを

発展 させる事 を意味 しており、それ 自身、黒人に限 られるものでな く、彼 らの皮ふ

の色が:■

～

な :ヽ91で あろ ,と 、黒本 を含めて、全ての しいたげ られた人 々に.。 」
とい う彼女の言葉に もある ように、抑圧 された全ての人 々に向かってお り、単に反

ァパル トベィ ト闘争にあるのみな らず、 日常生活 の中で奪いつ くされた人間 の尊厳

の回復 とい うものでもあるようだ。彼女 の日常生活そのものが、解放運動そのもの

への原動力 となるほ どに、怒 りに満 ちた状況 なのにちがいないのだ。何に対 して闘

つているのか、何 のために闘っているのかとい う認識は、彼女にとって常に具体的

な 日常生活 のレベルか ら発 している故に激 しくて重い6私は、そ こに怒 クの感性が

とざすまされているのを感 じずにはい られない。不合理な 日常生活に根 ざしている

その怒 りの感性を持続することは過酷だ。私が、数ページのパ ンフをおぼつかな 〈

も読ん で感 じるのはそ の事以外にない。

だか ら、私は、彼女の存在 を知 り、今、同 じ時 を、場 を違 えて生 きているとい う

ところで、私が、私 自身 の怒 りの感性 をどのように育 〈み、何 を通 して、それを、

表現 してい 〈のか を、考えざるを得 ない。

日本で、今、生 きて暮 している者が、その場 で、何 ものと対峙す るのか というこ

となのではないか と…・。

それは、彼女 の、「 …私は、■5年前の個人的な経験か ら、私が拘禁され、制限さ

れていたそ の時、私は、人は孤独 ではないのだとい う認識に感動 したのです。…

それ とい うのも、闘いは、人間 の尊厳 のための国際的な闘いである とい うことであ

ります…。 」とい う言葉 lFC対 して、 どの様に答えるのか ?と いうことなのではない

か と思わずにはい られ ない。

「 歴史は民衆 の経験だ /」 と言ったケニマの学者。

それは、 きっと、た ぎった怒 りに裏打 ちされた経験なのだろうと思思 う。

私は、今、 これ を書 きなが らも、安易 でめげそ うになる自身の意識に、 自らの怒 り

の歴史を、何度 も何度 も問わなければな らないのだろ うと思 う。

(さ わ )
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£・ リジーとアグネス

ー「 あたりまえの女たち」を読んで
リジーは、 ■ 9■ ■年産れ、父親は トランス プァール の鉱大、母親は洗濯女にな

って子供達 を養 った。生活は苦 しく、台所に両親が、居間に彼女 と 3人 の兄弟が寝

なければな らない し、雨がふれば屋根 を水が通 し、 いつ も飢えとすれすれの所にい

た とい う。 リジーは成長 し、 恋をし、結婚 して 3人 の子供 を産む、 だが 8年 の結婚

生活 の後、夫は交通事故 で入院、 病院は レン トダンもかけず 1/C表 面 の手当 しか しな

か つた為、 腎臓は手遅れになるまで、 そのままに しておかれ、死亡。彼女は子供 を

かかえて ■人残 され る。工場に働 きにでて彼女はやっと自分達 を養 う事になる。

彼女は彼女 とそ の仲FHDの 生活について考 える事が多 くなる。彼女 も、初めは どう

して よいかわか らない。 ■952年 1/Cア フ リカ国民会議が組織 した不服従運動がか

こった。 これは下連のアパル トヘイ ト法に対す る低抗運動 である。 黒人達 は夜間外

出禁止令に よって 9時半 をす ぎると檻のけもののように家 の中へ閉 じ込 め られた。

これは許されぬ悪だ と彼女は感 じる。 ある日 ■枚 の ビラが彼女達 の所にもたらされ

る。 6月 26Ю 不服従運動 の呼びかけ である。彼女は、 もし自分が この法律に不服

従 を示す ならば 自分の娘だけでな 〈、 いつか成長 してゆ 〈子供たちすべてのために

何 ごとかをす ることになるのだ と、感 じる。彼女は 4人 の女に話かけ る、女達は言

う、「 いつ しょに運動に行 きま しょうよ。 」

5人 の女達は政府告示 を見る。「 本 日以後憲法不服従 をとなえるものは、何 もの

に もあれ、三年 の禁錮又は三百 ボン ドの罰金に処する。 」 彼女達は言 う、「 どう

しよう。 」「 不服従」「 もし捕った ら ?」 「 無いものは払えない、牢屋に入れ るな

ら入 るんだわ」

彼女達は郵便局へ行 き電報 を打 ち―ペンの L7J手 を買 う。 白人専用 の場所へはいっ

た事 で、 アパル トヘイ ト法に服従 しなか つた事 で、彼女達は捕われる。

それが、彼女 の活動 の初ま りだ った。彼女 と彼女 の仲間達の輪は拡が ってい き、家

賃引上げ、 バンツー教育法反対 と活動 してい く事になる。 ■955年 の世界母親大

会に リジーはアグネスと共 に出席 のため南アを出国する。

アグネスは、ス コッ トラン ド人の父親 とア フ リカ人 の母親 の間に産まれ る。賃

事か ら賃仕事へ と渡 り歩 いて、彼女は成人する。 恋をして結婚す る。夫は優 し〈

だが失業一酒一生活苦のなか で、負けて、アグネスに重荷 を負わせ る事になつた。

病 み疲れて彼女は家に帰 る。だが彼女 をむかえて くれた母が死 に、彼女は又働 きに

でねばならな 〈なる。けれ ど働 き17Cで れば身守 るもののない子供達は街路 で遊ぶ し

か な 〈、そ こは大変危険 だった。追 いつめ られて、彼女は身体 を売 るようになる。

第 2次世界大戦が初ま り、賃金 は上 り、子供達 を預けて働け るだけの収入がアグ

ネスにもたらされた。 同時に戦争は物資の不足 をもた らした。混乱の中で彼女達は

自分達 のかかれている立場 を見るようになる。政府 に対 してデモを し要求をだす よ
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う17Cな る。 その中で彼女は 自分を大家族 の一員 として感 じるようになった。

そんなふ うに して女達 の代表 としてアグネス と リジーは ヨー ロッパヘ出発する事

になつた。 リジーは仲間に言 う一私 の肩 の荷は任せま した よ―女達は言 う一 よろ し

いです とも。 あんたは私たちの肩の荷を負 つて ヨーロッパヘ行 〈のだか ら一女達は

リジーの留守 の間、母親 と子供 の世話 を、そ うやって交代 で していった。

彼女達は南アを出国 した ものの当初 の目的であるス イスには入国で きずに帰 って

くる事になる。ほん の ■時、そ のすべての人に対等 して扱われて、彼女は叉アパル

トヘイ トの国に帰 り、帰国 した喜びにひざまずいて地面に接吻 した。何故 なら南ア

は、そ の時、 いかに腐った所であろ うとも、そ こは彼女 と彼女 の仲間 の生 きてい く

場 であ り、 あるべ 〈変える場 であるのだか ら、彼女は言 うヽ生 きているうちに /〃
ヽ太陽 の下 のすべてのものは私たちがそ うしょうとい うものになるのだ と ″

私が この本を初めて読んだ のは ■0年前時 で した。 今 この本 を読み返 してみると

彼女達 の人間の尊厳 をこわす ものに対す る怒 りが改めて伝わって きます。そ してあ

た りまえの女達があた りまえの事 を要求する時、それが通 らない社会はあるべ きで

ないと感 じます。 リジーを リリアン ●ンゴイの名 で、アグネス を ドラ 0タ マナの名

で知 っている人達は、 あるいは平凡な女なんて とん でも/iい と言 うか もしれません。

けれ ど、 リリア ン 0ン ゴイも ドラ・ タマナも無数 の リジーとアグネスの ■人 です。

「 私達皆が リーダーだ」と警官に問われた女達は答 えま した。彼女達は仲間 と共に

あ り、そ して運動 の中 で男達 の補助ではな く主体 として活動 してい く事にな ります

。 しか し冬 の時代がやって きて彼女達は次々と追放されてい きます。

昨年来 日したネングエクル氏は言いま した。｀今度 お会いする時は 自由なプレ ト

リアで ″と8こ の闘争 (反 アパル トヘイ ト )は 世界的なさ く取 に対する斗いの■つ

であると。彼はまた言 いま した。「 日本政府は直接投資は行 ってないと言明してい

る。 しか し、私達に とってそれは目に見 える形 ― トヨタや 国産 で―存在す るのです

。私達は 日本が南アか らの投資を引 きあげ るよう要求 しています。有 色人種の国で

ある日本は南アの兄弟 ‐姉妹 をさ 〈取すべ きではありません。 」ネングエクルー氏

は冬 の時代 を過 ぎてあらわれた黒人意識運動のにない手 の■人 です。「 生 きている

うちに」と リジーは言 いま した。

私達は彼 らのメッセージを叫びを心に受け とめて、人間 を人間 としない全ての事

々に否 と言わなければいけない と思います。 そ してそれを実行 していかねばならぬ

と思います。｀解決 の■部
″ で な くヽ問題 の ■部

〃を撲んだな ら私達は自ら人間の

尊厳 をふみに じり、 自己を自由人 として でな 〈奴 レイ頭 として認めたことになると

思います。
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静岡反 アパル トヘイ ト集会報告

5月 20・ 2■ ,両 日に渡 つて、静 岡で反アパル トヘイ ト集会が もたれた。参加者は

5ひ溺 ■  アフ リカ行動委員会 (東 京 )、 静岡アフ リカに学ぶ会、 コムラ ドアフ リ

カ委員会、 の三者か ら各々参加 した。

日程は、 20日 3時半か ら 5時半まで、各運動体の招介 と活動報告があった。同日

5時 半か ら 7時半 まで、 夕食 と自己招介、 ワ時半か ら討議に移 った。 まず行動委員

会か ら、 ナミビア とクノバ ゥェにっいての報告 と現状分折、 コムラ ドか らは黒人意

識運動に関 る問題提起が行 われ、 ■■時半か らは宴会 を兼ね各 自討論 を行 つた。

2■ 日は9時 か ら昼食 をはさん で 2時まで｀今後 のわれわれは ″とい うテーマで討議

、 日本 と南部アフ リカについて と共同行動について話合 った。 :

活動報告 のなか でいん しょグ深かったのは、行動委の南ア大使館前 でのデモス ト

レーシ ョンである。 デモといっても■人か 2人 が昼休みを利用 して毎 日 ■力月間

ビラを配 り呼びかけ るとい うものである。 こうい う地道 な しか し気力の要 る活動は

コムラ ドも見習わなければ と思 った。 思いがけなかったのは、静岡ア フ リカに学ぶ

会が、 ファノンを読んでいた事 である。今回の集会は 77」 参加 の静 岡に よつてもたれ

たのだが、静岡は ■ 977年 ■月 22日 に結成 してか ら同年 5月 22日 か ら一貫 し

て ファノンを読み続けて きている。 コムラ ドも今回の集会へはヽ黒人意識運動
″を

テーマとして持 っていっていたので｀黒人意識運動 〃の思想 と密接 な関係 をもつ

ファノンを静岡が テーマに していた ことは、 とて も、 ぐうぜん とは思 えなかつた。

夕方か ら初まった討議はまず行動委の報告か ら初 まった。 ローデシア と日本 の密

貿易 (ロ ーデシア→ ミ
ヾ

日本 )の問題でクロム鉱他について報告が なされた。 ナミ

ビアの独立に関 して、南アフ リカの最近の動 き等、 かみ しめて聞 〈ものが多かつた

。 コムラ ドの問題提起 として、黒人意識運動 を各 自の問題 として どう受け とめるか

とい う問題をだ した ところで、時間オーバーとな り宴会の方へ なだれ込む事になっ

た。各 自、小グルー プに別れて討議 し (?)朝 まで話 を したグループもあつた。

2■ 日は、各 グループのほ うふがだされた。又、 3者の共同行動 と して｀デ■バ

サ最後 の墓
〃の上映運動が提起 された。 しか し、 このフィル ムには欠点があって、

それ を捕 うために ■5分 の自黒 フィルムを製作 して伴映す る事になった。 3分 の■

は初期 の自人上陸か らシャープ ビルまで、 もう3分 の ■はノエ ト蜂起以後 を扱 い

残 る 3分 の ■で、 日本 と南ア の関係 を扱い、 問題提起 をす る事 となった。

内容が充実 していて良い集会 であった。 今回の集会は静岡の人達 の尽力によるも

のだが、場所もよか った し、宿 の感 じもよかった。 さわがにが一匹丸のまま付けて

あった のにはお どろいたが、食事 もおい し〈、 さ し入れ のぶ どう酒 もよかった。

個人的に もいろんな人 と出会 う事がで きて嬉 しか つた。
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静岡反アパル トヘ イ ト集会資料

アプ リカ行動委員会

南アフ リカー South AfriCa fl‐ olll wi th in―  No lT:γ 7～ may 78

自人議会 の撰挙、新内閣の発足、 プチアパル トヘイ ト等 の緩和、南ア黒人

連合 の結成、 弾圧 と抵抗、 ボツタフナ独立、 ソエ ト地域評議会選挙。

ロ ー ァ シ ア

年表・ がい りや く・ 解放戦線 の行動範囲、 ンコモ とのインタ ビュー。

ナ ミピア                                に、

独立へ の動 き (国 内でのアパル トヘイ トの変化、 ウオル ビスベイの帰属問

題、バンシス タニ計画、 5カ 国提案、その他。 )
静岡・ アフ リカに学ぶ会

南アフ リカ

南ア白人 の不安感、言論弾圧。

コムラ ドアフ リカ委員会

黒人意識運動

ビコ論文・ ピチ ャーナ論文

三ニース こぅど〈者へ のお願 い。 ニユースの発行 には印刷代、用紙代、それに、

郵送料がかか つてお|夕 夜する 特に郵送料 の負担は大 き:い ものとなつてお ります。そ

こでニユニス ■ 2回分、 ■500円 のカンパをか願 い したいのです。ふ りかえ用紙

は次回に同封 します ので よろ しく。        :    ■.       :

二
編 集 後 記 ―    ‐ ‐

女性 の視点か らヽアフ リカ ″をとい うことで編集 してみま した。思 い入ればか り

が先にたち、書 くとい うことに りきみす ぎて しまいま した。案は早 くか ら持つてい

た のですが、 いざ初めてみ ると思 った ようではな く、今回 も叉発行 日が遅れて しま

いま した。初めて とい つ事 で歩許 し下さい。次 の機会に再度、同 じテーマでちよう

せん じようと思っています。投稿及び批判 をかんげい しますも 又、 国連か ら、今回

使用 したバ ンフ｀ ウイニー 。マニデ ラのプロフィール ″
他各種の資料がでています

。 コムラ ドのメムバーの何人かを含ん でそ うい う資料 を読ん でい く作業 を してかり

ます。参加 しようとい う方が ありま した ら、 ご連絡下さい。今回の担当は野良で し

た。                            |
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