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去 る 10月 29日 (日 )部落解放 センターで午後 1時すぎか ら、公開集

会「泳げるだろうか、 き ようだいたちは..J、 轟4題「南アフリカー 白人、

黒人そ して日本人」 と題 していろんな人 と共同 して実行委形式で映画 と講

演 と討論の集会を、 70余名集ま つて開 きました。

内容は「デ ンバサ最後の墓」 と「南アフ リカ解放への道」の上映 と、メ

ンバーの 」さんによる黒人意識運動 とその中で生 まれた詩の講演 と若い雲

古の会の太田三蔵 さんの フオーク .コ ンサー ト、 そ して討論.主催はぐる

― プ Ntt PINTCHA,(ノ ー ピ ンチ ャ、 ポル トガル語 で進 もうの意 ).

ぐ る 一 ぷ  N6 PINTCHA

私 たち、 こむ らどアフ リカ委員会は、南アフ リカのアパル トヘイ トという黒人差

別の実態 を知 らせ、 ああ しよう、 こうしようという訴えかけはしてきましたが、そ

の次の一歩が踏みだせな く、低迷 していま した。そんなところへ、二本の 16ミ リ

フイルムを入手 した私 たちは、映画会を開 くことにしました.こ れまでの こむ らど

の在 りかたを反省 していた私たちは、 これまでの集会のパターンのように聞 くだけ

囃 なしないように、観 るだけの会に終始 しないでおこう、 そ してどのよ うな集会



にす るのかという討論を重ねてきま した。そ して私たちは、乏 しい資料 を駆使 して

視点の異 なる二本の映画と黒人意識運動の詩をとおして、南アフ リカの現実 とそこ

に住む人々の生 きざまをうかびあが らせ、時を超 え、空間を超 え、今、 日本の この

地 に生 きる人間 として、南 アフリカのこの問題をどうとらえ、 そ してそれぞれのお

かれてい る状況の中でどう生 きてい くのかを話 しあえた らという思いで集会を企画

しま した。そんな内容だか ら、 いろんな人に広が りをもとうとい うことで、私たち

以外 に公害問題 に関わ つている人 たちに呼びかけて実行委員会 ぐる一ぷ Ntt PI
NTCEAは できたのです。 (資料 を特別に作 らなかったの もその理由によ ります )

映画島黒人意識運動の調i&フオークコンサート

最初に「 デ ンバサ最後 の墓」 (1時間弱、 カラー 16ミ リ映画 )を 上映 しま した。

この映画は、南 ァにおける少数の白人 による多数の黒人の支配を合法化 しているア

バル トヘイ トを非難す るために作 られたのではないかと思われる内容で、南 アでの

ァパル トヘィ ト下の黒人と白人 との生活 を対照的にうかびあが らせていました。

す ぐその後で、「南アフ リカ解放への道」 (16分 、自黒 16ミ リ映画 )を 上映

しま した。 これ′は、南ァの簡単 な歴史 と先の映画 にはえがかれていなかった黒人達

の声、つまり「強 いられた劣等感が生みだす心理的抑圧か ら自己を解 き放 そ うとし
′

てい る人 々 (プ ラ ツク .ピ ープル )の 姿がえがきだされていま した。そ して積極的

にアパル トヘイ トに加担 している日本企業を暴露 しました。この映画は、 こむ らど、

東 京のアフリカ行動委員 会、静蘭 アフ リカに学ぶ会で自主製作 した ものですぃ

体憩に入 る商tに 、奥田旬子 さんの救援会のメンパーで もあるF子 さんよ り、奥田

さんの獄中書簡集の購読 と保釈金カ ンパの要請のアピールを していただ きましたっ

くこむ 義どでは個人的に奥田 さんの救援会に関わっています。 )

次にぶさんの方 から、 ヨー ロ ッパの市民グループか ら外、手 した資料を訳出 したの

を元 :こ 、 71年か ら今 日に至 るまで南アフリカの黒人社会に広 まってきた「黒人意

識運動」・
r_っ ぃて、 自分な りに感 じたことをつけ加えなが ら講演 していただきま とノ

た。 ピラやポスターにある「雨乞い師」の詩の一節をとりあげ、一― 黒人 たちの他

者への難制 と数 濃いばか りの自己批判、 それは層が黒い故の差別への抗議ではな く

む しろそんな社会を直視 し、 その社会を変えてい く共同の主体 として立 ち上ろうと

している「生 まれ変わった」黒人の勇気 と決意が こめ られている。私たちは、今、

同 じよ うに病 んだ日本で生 きている、 この場所で、彼 らの問題を自分たちの問題 と

して しっか り受 けとめる必要があるだろう一一 という趣 旨のことを述べ、また「 黒

人意識宣言」 を紹介 しま した。

一―つまり、私 たちもまた、解放を求 めて、生 まれ変わ らなねばな らないのである

(IWENGEよ り )一 ― と も彼 は 述 べ て い ま す 。

次 に定期的 に枚方でフオーク .コ ンサー トを開いている若い雲古の会の三蔵 さん

にフオークソングを歌 っていただきま した。千成 ホテルの焼 けたときの 日雇労務者



のお しさんとの対話、韓国のキーセンの女の哀歌、 アメ リカの黒人少年の歌、 そ し

て三塁塚の歌、 どの歌をとって もじ―んと胸が熱 くなる歌で、 もっとしっくり聞 け

る時間があればよか ったなと感想 をもらしている人 もありま した。

当初は彼のコンサー トは予定 していなかったのですが、集会の内容 と歌 の内容 と

が重 なる部分 もあるし、 それ と耳か ら受 ける印象 とがあいまって、案外 うちとけて

話 しあえるのではないだろうかということで、依頼 して来 ていただいたのです。

そ して、 討 論

南アにおける差別す るもの、差別 され るもの、そ してそのどちらをも拒否 して生

きよ うとす る「 プラ ツタピープル」 の生 きざま。 そ して日本で、韓国で、 ァメ リカ

で力 いっぱい生 きよ うとしている人々の歌をとお して、時を超 え、空間を超え、同

時代 を生 きる私 たちは、 日本でどう生 きるのかを模策 しようではないか。 そんな思

いで討論 に入ってしヽきま した。

アフ リカ問題の集会ではめず らしく、初 めての人が多 く、 また様々な人が来 て く

れま した。 その顔ぶれだけみて もよかったと思 う位。現場監督、釜が崎であんこう

(日 雇労務者 )を していた男の人、在 日朝鮮人二世の学生、市民運動 に関わってい

る人、学生、友人、一膳 め し屋のお姉 さんたち、アフリカ文学を勉強 している人、

新聞記者、新間を見て来て くれた人、大学講師、パ レスチナヘ行 った女の人等 と幅

広 薔ヽいろんな人がそれぞれの立場か ら意見を述べて下 さいま した (全員が話すこと

はできませんで したが )。 テーマがはっきりしたものでなかったため、話が広 くな

りうま くまとめることができなかったのが とて も残念で した。それで もおもしろい

話が聞 けて本当にいい集会ができたなと思いました。 こむ らどもこれをノ導ネに して

次 の一歩 を歩みだ したいと思 います。

紙面の都合で全部 は載せ られないので、二、三映画の感想を載せます。 (若干、

不正確 なところがあるかも知れません )

まず、一人の学生が、「 ぼくは、『 デ ンバサ最後 の墓 」は『 橋のない川 轟と同 じ

で差別轟薦だと思 う。主催者 の人 たちもそう危 ぐして、 もう一本 の映画 をセ ットに

して上換 したのだと思 う。で もぼ くは、 この映画 もいいとは思わない」 という意見

に対 して、「私 はそうは思わない。 まず自分がどう思ったかを言 うべ きであって、

この映画を通 して何 を考えてい くのかが重要だ。私 は主催者が何をいいたかったの

かはわかる」 とF子 さん。 また、釜が崎であんこうをしていたことのあるという中

年の男の人が、「今現実にあることが知 らされない状況があり、また、マスコ ミも

とりあげない。例 えば、釜が崎では越冬時に 2-300人 路上死す る。 そんなこと

は新聞 もとりあげない。みんなに知 らされない状況がある。だか ら、映画で知 らせ

るとい うことも必要 だろうJと いう意見があ りま した。その他、黒人意識運動 の詩

について、 また暴力、非轟力直接行動の諭争 もあり、話 もとぎれることな く30分
延長 して 5時 30分まで討論 しました。

●
０



集会後、手紙で「『 泳げるだろうから。.』 という問いかけは自分たちに向けられ

ていると感 じました。南アの人種差別に憤慨する感覚で、自分の日常を点検すると

『 泳げるだろうか :..』 の問いかけが新たな重みをもって自分たちに向かってくる

かも知れません」 という感想を送って下さった方 もありました。私たちが、 この集

会題名にしたのは、まさにそこにあったのです。

司 会 を 担 当 して

私はこの集会で自主的に司会をやると言ってしまったので した。やはり何といっ

ても初めてで不安.集会の題が示すようにちょっと抽象的すぎて内容もむずかしい。

だけど下手っびいでもいいから一度 くらいは、男はひっこんでいろと司会をやるの

もいlf bじ やないか。別に目立 とうとしているんじやないけれど、いつまでたっても

司会は男あるいは上手な人にやらせておくのではその運動の中の分業がなくならな

い。これか らの運動を担 う人は、ビラまきも司会 もやれるようでないとあかん。練

習練習。そ して、 まわりの男や女はその人を応援 しよう。きっと自信がつく。今回

は失敗 も多かったけど、七転八起。ともかく女が生き生きして動いている運動でな

いと信用でけへん。集会 もそんな内容で企画 したいものです (と いうわけて、初め

ての託児 も問題はあるけどまずまずのできで した )。 それ故、進行のまずさはご勘

弁を ! またみんなで話ができる場をもちたいと思いますので、これにこりず、ご

参加下 さいね。次にお会 いできる日まζ  さような ら。 (保利 )

C8AO―ンょヽ1,つ 1猛 》

が用意 していった問題の中心は、 そこらにあったからである.最終 日あたりの気分

で、第 1日 を迎え られなか つたわた しの、国際感覚 の未成熟 と会議感覚 の欠如を(口

べたはどうしようもないとして も)反省 している。

今後 は、どちらか といえば しゃべ るのが得意な、若 い人 たちを送 り出すべきであ

ろう。反応 の遅 いわた しなどの出る幕ではない。

(静岡アフリカに学ぶ会 )
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甍塁蓋翌癸錢勧
√ フ リ 河 から愛 塩 二 め ご

吉里吉里人 ことアキラは、私たちこむ らどのメンバーで、現在、アフ リ

カを ヒ ツチハイクしています。出国以来、 4ケ 月程連絡が一切な く、「 あ

いつ、ホイホイ、自然公園なんかに入 つて、 ライオ ンにで も喰われ|ん ち

がうか」 と仲間内で話 していたのですが、先 日、ようや く手紙がとどきま

した。読むと大笑い。そ して、彼 と確認 した通 り今号か ら連載を始めます。

人間 らしく生 きることにこだわる一人の 日本人が、自分の日で耳で舌で

膚で感 じたアフ リカを、 さしさわ りのない限 り同時進行 ドキ ユメ ントと |ノ

て、毎号連載 したい と思 います。

なお、題字の「吉里吉里人Jは 井上 ひさし氏 の小説 (終末 か ら)よ り。

(さ ん しょう 。だゆう )

就 篠逓鹸数時鮭フ   )桃?
6月 26日 (月 )現在 TANZANIAの VVINZA.… Ⅲ(判読不可能 )。 .。

油 ってい る。 けど ここで身動 きで きな くな って しまった。 この地 区一帯 は コ レラの

流行 してい る地 区で、村 と村 との移動 を禁止 してい る。 そ して村 中の出入 口に楡 を

して車 や人 の出入 をチエ ツク してい る。 そ して通行 で きるのは、許可書 を持 つた車

と人 しか通 る事 がで きない。イ首は KIBOND、 KASURU、 UINZA、  MP
ANDA、 SUMBAWANGAを 通 つて ZANBIAへ 行 くつ も りだ が UINZ

Aに て 足 止 め を く つて し ま つた。 こ こか ら MPANDAの 間 は村 が ひ ど い よ うで、

許可書を持 っていて も通れないとの ことである。通行ができるまでここで待たなけ

ればいけない。気持 ちばか リアセ ツてさっぱ り前へ進まない。後 ZANBIAま で

540Km、 今 、 こ こ か ら塩 を 積 ん で ZANBIAへ 行 く トラ ツク を た だ 待 つ だ け

で あ る。 NAIROBIを 出 て も う 1ケ 月 に な る。 一 人 旅 も な れ て き た 。 初 め ヒ ツ

チをす るときはぎこちなかったが、このごろはうま くなってきた。毎 日 10K～20K

多い時で 30K剛歩き、 そして ヒ ツチ泊る所は民家、 school、 教会、 ここ 10日

ほどは宿代がかか らず、 そ して 3食付 きで ある。 UGANDAは 幾 らか英語が通 じ

たけれどRWANDA、 BLRUNDIは 、 フランス語 とスワヒリ語、全然話 しが



通 しないけれ ども身振 り

でわか らないときは、 日

やJこ れが日 ぐせになっ

ると相手 をたよ つて しま

で しまい、生 まれて初め

るとい うので気体 めに竹

通 しないけれ ども身振 り手振 りま しりのカタコ ト会話でどうにかやってきた。 それ

でわか らないときは、 日本語で「 おめえ、 そんな ごどいったって、わがんねべっち

やJこ れが日 ぐせになっている。やはり旅は一人です るものだ。 2、 3人 で してい

ると相手 をたよ つて しまいだめだ。 BURUNDIで は峠をこえていた ら夜になっ

て しまい、生 まれて初めて一人の野宿を経験 した。その辺はライオ ンや ヒ ヨウがい

るとい うので気体 めに竹や りをつ くり寝袋のよこに置き、 ナイフをまくらもとに置

鬱ゝて寝た。勝て るわけはないけれど、一矢む くいてから喰われよう、 そんな気持 だ

つたけど、 まあ無事に一夜をあかす ことができれ ,BURUNDI、 RWANDA
はまだ櫨民地的な国である。まだフランス人 の力 が強いようだ。学生達や村人がい

ろいろ議かけて くるのだが、 こちらは英語をち よつとだけ しか話せない。本当に語

学力があったらとつ くづ く思 う。旅するぶんにはいいけれども、 そこへ とどまり、

住民 と機議す るときそれを感 じる。 TANZANIAの 人間はちょっと気が強いよ

うだ。機 は日本語 しか話せ ない、英語は」ust littloと いうと、 日本 は

銀本、 ここは T AN2ANttAだ、スワヒリ語で話せ とぶっき らぼうな返事が返 って く

る。 けど、根 :ま いいようだ。今、 この町の雑貨店の家にいそうろうを している。 ま

あ、塩を横んだ トラ ックが畠 るまで、泊 まっていけと言われる。旅先で こんな親切

を受 けると非常 にうれ しい。

7月 10闘 (月 )ま で 薔こど う に か LUSAKAま で 行 き た い もの で あ る。 い ろ い ろ

警 こ うと思 うのだが、 やは り重レラが心配で思 うよ うに書 けない。

6月 30日 、 無事 露ANBIAへ 入 る事 がで きた。 そ こで、 TUNDUMAよ り

島 USAKA行 き の 薫 を と ツチ 、 1泊 2日 に 1000k菫 ヒ ツチ し た 。 こ の 道 は と

ても感 じがいい。行 けども行 けども道路が地平線 に消えている。本当にアフリカの

広大 さを感 じさせ られ る。 LUSAKA饉 着いたのは二網 目.銀行 は閉 って しまっ

た。 そ して、月、人は無 日で体み、 日月火の 3連体である。

ヒ ツチ した車に、議がない、どっか銀行が開 くまで油

めて くれるところはないかといった ら、文部省の Hubu
er鶴  冨oung Hostelへ 案内して くれた。

i tt S食 付 4ド ル、 ちょっと高いけどしかたない。 そこ

で 10日 位鑢 るつ もりだったが、ポスが来 て、 ここはZ

ANBIAで 鶴 ιゝている人間 しか油め られない。す ぐ出

て行 けと言われたが無理 してたのんで、例0ま でいれるこ

とになったが、縁減 で、銀行、商店、大使館等が休み、

どうす ることもできない。 ここを追い出された ら、駅の

構内で模ることにする。今、ラジオみニ ユースで成田で

デモがあったと言 っていた。 鰹ANBIAの ラジオニ ユ

ースで言われる種だつたから大 きなデモだつたろう。本

当に日本のことが、いろいろ思い出される。 (つづく)



晟FIWι卜知「卜掴   種
山 口 三 夫

アパル トヘイ ト反対行動のための NGO(非 政府機関 )国際会議は、 1978年
8月 28～ 31日 、 ジユネーヴの ILO会 議場で開かれ、 日本か らは笹生博夫 (東

京 )、 山口三夫 (静岡 )の 両名 が出席 した。

開会総会で議長に選ばれたのは、歴史 ある「平和 と自由のための婦人国際連盟」

の Edith Ballantyne女 史であった。前 日われわれが真先に登録に

かけつ けたとき、 日曜日のため閉っている建物 の玄関前で鉢合せ し、鍵をあけて事

務所 まで案内 して、用意 された書類や名札 を手渡 して くれたおばさまその人であっ

た.

総会は、国連のジ ユネーヴ事務局長 AllaF氏 の換拶か ら始 まり、国連反 アパ

ル トヘイ ト特別委員会議長 Harriman氏 (ナ イジエ リア )、 国連反 アパル ト

ヘ イ ト .セ ンターの Reddy氏 その他、それぞれの立場か らす る挨拶がつづき、

ペルー大統領、 イン ド首相 らのメ ツセージが朗読 され、南アの解放組織 ANC、 P

AC、 ジンバヴエ「受国戦線」 (ZAPu)の 代表が力強いア ピールを行 なった。

SWAPOの 代表はまだ到着 していなかった。

政府機関の連中はオブザーバーで、われわれの後 ろに控 えて t73た が、 これは、 こ

の会議の特質 を語 っていよう。

その午後か らの分科会が会議の中心をなす ものであった。解放組織 の代表 をふ く

めて、熱心に報告 され討議された分科会 は、 つぎの四つか らなっていた一

1、 南アに対する義務的経済制裁のための N00の 行動

2、 南アの軍事 および核装備 と武器禁輸違反 に対す るNoOの 行動

3、 南部アフ リカ隣接諸国に対 する南アの経済的 。軍事的脅威

4、 援助計画と人権 に関する行動、国連 およびその特別機関な らびにアフ リカ統

一機構 の枠内におけるNGOの 役割

われわれは Japan Anti― Apartheid Committeeの
名において、第 1委員会 に出席 した。

東ヽ 京で用意 してくれた英文の「 日本 の南 アとの関係」 に関する報告の大要 は、以

下の通 りである・―

日本の企業 .銀行等がます ます功妙 に関係強化をはか つている大勢を述べたのち

(1)南 アとの文化 .教育 .ス ポーツ関係 を禁止 してい るはずの 日本政府 が、 これ

と矛盾 す る政策 をとっていること、 (2)元南ア領事 が自人少数政権支持 を公 にす る

ような (朝 日新聞 1978年 6月 19日 )《名誉白⇒ 機理灘、(3)統計を付 して貿



易 における日本の産業界の実例をあげ、「 直接投資」は し′ない、 アパル トヘィ トに

は反対す るという公式声明に対する、 日本政府のあいまいな、む しろ偽善的態度の

告発 .

われわれとしては、用意 されたペーパーには注意 を喚起するにとどめ、第 2日 目

笹生氏 に、多国籍企業に関する情報交換セ ンターの ごときものの設立 と、企業義の

公表 を提案 して もらった。笹生氏 はまた、分科会後の実行委で、観光旅行の禁止 を

呼 びかけて くれた。

用意 されていた報告は部数が足 りな くな り、あわてて事務局にコピーを依頼 しな

ければな らなかった。

年輩の女性がロビーでゎれわれを探 し出 し、小川忠博氏 といっ しょにギニア .ビ
サウの解放区へ入 ったことがあると名の り、 Fホ ンダの発電機が南アで考 間に使わ

れてい るよ」 と言った。その証言 は?同 じベルギーの法律家が手 にしているとのこ

とで、第 1日 目に姿 を見せていたはずのその人を探 したがついに見つか らず、証拠

資料 は送付を依頼するしかなか つた。東京へ送 られてくるはずである。
WUS(世 界大学奉仕団 )の 三井義氏 (カ ナダ国籍 )に よれば、政府関係の会議

で発言を許 され′て要請す るのとは違 つて、 こん どの会議 は実質的でよか ったとの こ

とであった。氏 によれば、 とりわけ第 1分科会が活発だ つたという。

わた し自身、 日本の報告・提案を笹生氏 に しゃべって もらったの ち、第 2分 科会
に出たが、 そのときは、理想論的発言 しかな く、会 も早々に終わ つて しま つた。軍

事問題 .核問題 とい うことで、 NGOと してはなかなか具体化 しえない面 もあった

か らだろうか。

集会総会では、スイス代表 か ら緊急動議 として、 ジ ュネーヴで開かれている限 り、
デlイ =0諸 銀行 に対 して南ア借款を斜 弾 しようとの決議が出された。前夜か らデモ

みうとは じやいでいたフランスなどとともに、 言本 も共同提案国 とな つた。

日本政府の代表 は、名簿 によれば Hideki Hayashidaと だけあり、

逮の国と違 つて肩書はない し資格 はのっていない。三井氏 によれば、最終 日の決議

案 に輌を通 して、 撃本の名が出ていないのに安心 |レ て帰 つていったそうである。 そ
し,後 われわれは、第 o分科会のまとめに日本の名を基すように要請 したのであ つた

が。 (最終書拘はまだ届 いていない。 )
ニ ユー ヨークヘは 500人 近 くNGOの 代表 を国連軍縮会議に送 った日本 は、 ジ

ユネーデヘ も通訳付の数十人が送 りこまれたそうである。 はなはだ結構 なことだが、
ヒロシマやナガサキを「売 り物」 に しないでほ しtゝ 。 しヽかに ヒロシマやナガサキを

生かす か―  名誉白人にそれができるわけもあるまい。

笹生氏の行動力 と英語力 が大 きな成果をおさめて、 なんとか「 日本代表」の役 目
をはたすことができた。

反省 としては、 たとぇば第 1分科会は笹生氏にまかせ、第 4分科会で、 日本人の

人権感覚や差別構造 の一端をでも報告すればよかった、 と思 っている。わた し自身

“
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