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あるケニフ人留学生の死………

fリ タリ氏の死〉
4月 29日 か ら京者5市内で行方不明 となっていた京

都 大学工学部研修生 ピー ター・ シヵャ =リ タ リ氏 (ケ
ニ ア )が、 5月 2日 、京都 市左京区の疏 水で、水死体

となって発見 されま した。

「 リタ リさんは先月 (4月 )29日 未 明、京都・木

屋町のスナックをケニア人 の友人 と一緒 に出た後
″
一

人 で歩 いてホテルヘ帰 る″ と言 ったまま姿 を消 し、京

都 府警中立売署 が公開捜査 していた。

京都府警捜査一課 と同署 が検視の結果、外傷 などは

な く、誤 って転落 したか、 自殺 したのではないか、 と

み られる。」 (毎 日新聞 5月 2日 夕刊 )

「 リタ リさんは日本政府の招 きで他 の 2人 とともに

ことし2月 来 日。京大工学部電気工学第二学科研修生

と して
″

電力供給 に関する研究″を研究テー マに勉学

を続け ていた。 58年 5月 末 まで研修 のあと帰国、 ク

ニヤ ッタ農工大の教官 に就 くことになっていた。

リタリさんは京都に来 て 2週間余 、指導 にあたって

いた同教室 の上 田助教授 は ″
内向的 なか となしい感 じ

の青年で、講義 に出て くる数式 などは、かな りの程度

理解 で きていた ようだ″と話 しているが、
′′来 たばか

りで友人 も少 な く、悩んでいたょぅだ ″とぃぅ同教室

関係者 もいる。」 (京 都新聞 5月 2日 付 夕刊 )

新 聞は、彼 の死 につぃて このように報 し、 また大半

の人 々は、彼 の死 を事故死 だった、 と考 えています。

しか し、 ある友人か ら私達 は、 この事件が彼 の母国

ケニアでは新聞で大 き くとりあげられ、「 日本が彼 を

殺 した」 とぃ うふ ぅに受 け とめ られていることを聞 き

ま した。

残念 なが ら、いまだ、そのケニアの新聞が私達 の手

も とにはないため、その詳細 をお伝えす ることはで き

ません。が、それ をきっかけに私達 は、 リタリ氏 の死

について考える作業 をは じめま した。

彼 の死が 自殺 であったのか、事故死 だったのか、そ

れは私達 にはわか りません。 しか し、周囲 の人間の証

言 にもあるよ うな精神的状況 に彼 がおかれていた、 と

い うことは確かなことです。そ して、その ような状況

に彼 を追 い込んだのが、彼個人の問題 とい うよりも、

彼 をとりまいていた状況 にあるのではないか、私達は

そ う考 えています。

それは、わずか な新聞報道 か らも、 うかが うことが

で きます。 ひとつ は、 日本 に来 て、まだ 3ケ 月余 りで

あったこと。 にもかかわらず、 ホテルにひ とりずまぃ

で あったこと。聞 〈ところによれば、 リタ リ氏は東京

で 2ケ 月余 の 日本語研修 ののちす ぐ、京大 に研修生 と

してきていたそ うです。 日本 に不慣れ なまま、 日本語

もまだ満足 に使 えぬ留学生 が、 ホテルにひ とり住 まい

で研究室にか よっていた、 とぃ うことにな ります。 こ

の ことをある新聞 は、彼 がホー ムシック 17Cか かってい

た、 と言 っています。

さて私達は、そ こで、彼 が招へ t/1さ れていた計画、

ケ ニアッタ農工大学 の問題 にぶつか りま した。そ して

調 べ る うちに、 このケニアッタ農工大学 の計画が、 日

本 政府 および企業 に よって、非常 にいびつ な形 ですす

め られていることが、かぼろげ なが らわかってきま し

た。

(ケ
ニ ア ッ タ農 工 大 学 )

しか し、 この計画 については、 まだ断片的 にしかわ

か つていません。 ここでは、その断片を提示 し、読者

の方 々の中で、 この計画 について ご存知の方があれば

是 非 ともご連絡下 さるよう、お願い したい と思 います。

とい うの も、 リタリ氏 を含む 3名 の留学生の受 け入

れ側 である京都大学 には、 この留学生受け入 れに関す

る委員会組織 が存在せず、一般個人留学生 と同 じ扱い

を うけているのです。京大 に多いアフリカ研究者す ら

も、 このケニアッタ農ェ大学 お よび留学制度の計画 を

ま った く知 らないのが現状 です。外務省が直接研究室

に依頼 し、担当教授 が「個人的」に引 きうけている様

子 で、大学当局す ら、その計画 の詳細 については知 ら

されてい ない ようです。

クニアッタ農工大学 自体 は、数年前、 日本の とある



代 議士 がケニアを訪問 した際、故 ケニアッタ大統領 (

ケニア )と の間にま とまらた計画 らしく、岡山大学農

学 部 と京大工学部が中′らになって進 め られ る、 との新

聞報道 が当時 ありま した。それ以後、 この計画は、ほ

とん ど人知れず進行 して きた ょうです。計画 を財政的

に支えているのは、農業土木工事関係 でケニアとのつ

なが りの深 ぃぁる日本の企業 と、その窓 口と しての国

際協力事業団です。

現地 クニアでは、クニアッタ農工大学 のカリキュラ

ムが、 ヶニァの現状 に適 さない、 プログ ラムがズサン

で ある等 の声がある、 とも聞いています。

いろいろな情報 を整理 して考えると、つ ぎの様 な問

題 があるのではないか、 と考 えます。

第一に、計画推進 が 日本 サイ ドで進 め られているこ

と、第二 に、設置 をいそいだぁま り、 カリキュラム、

人 員等 に無理 が生 じていること。第三 に、そのケニア

人 スタッフの不足 を補 うため、非常に無理 な形 でケニ

アか ら留学生 を日本へ「 ひっばって」来 ているのでは

ないか、 とぃ うこと。

リタリ氏 がかかれていた状況 も、 この問題 と無関係

で はないだろ う、 と思 います。金だけを積んで、恩着

せ がま しくふ るま う日本 の姿が、 チ ラつぃてな りませ

ん。今 となっては彼 の命 は戻 りは しなぃけれ ど、私達

は彼の死 を、黙殺することはで きません。

コ ム ラ ド 主 観
アフ リカに目を向ければ向けるほ ど、 日本 に、 日本

人 に、私 自身に問いが返 って くる。「 日本はアフ リカ

で何 を して きたのですか。」、「 日本はアフリカで何

を しているのですか。」、「 日本 はアフ リカで何 を し

よ うとしているのですか。 J、 「 日本 は世界 の中で何

を してきて、何 を していて、何 を しようとしているの

ですか。」、「 日本 は 日本 の中で何 をしてきて、何 を

していて、何 をしようとしているのですか。」、「 日

本人 は世界の中で何 をしてきたのですか。」、「 あな

たは今まで何 をしてきたのですか。」、「 あなたは今

何 を しているのですか。」、「 あなたは今か ら何を し

よ うと しているのですか。」、 ‐・・・。

頭 の中で これ らの問 いが、 ガンガンと響 きわたって

い る。「何 を してきたのか。何 を しているのか。何 を

し ようとしているのか。」 特 に私 の頭 は中味 がない

か ら響 きがよく、共鳴す る。「 あなたは、 日本人 です

ね。」、「 あなたは日本人 として生 きているのですねJ

「 あなたの生 き方 は明白になっていますね。」、「 あ

なたの○○○ は○○○○ ですね。 J、 共鳴すればす る

ほ ど、私 の仮面 をつけた体 は崩壊 していきます。「 ア

フ リカか らの問い」 を背負い され な 〈な り、崩壊 して

い くようです。踏ん張 ることはで きないのか。 日本の

大 地に しっか り根 をはっていないのだか ら、「 アフリ

カか らの問い」 を背負い されないのは当然 のこと、 こ

け て しまうの も当然 のこと。 ですか ら、 日本 の大地に

しっか り根をは り、立 ちあが らなければな りません。

そ して、「 アフリカか らの問い Jに 対 して、 日本人の

苦悩、アフ リカ人 の苦悩 を背負 って、一つ一つ答えて

いかなければな りません。

この地球上 には、さまざまな人 々が、 さま ざまな場

所 で、さまざまな方法で、 さまざまに生活 していますc

私 もさま ざまな人 々の一人で あることを認識 しなけれ

ば な らない と思っています。

これか らの「 こむ らど」の活動 は、一つ一 つ積み上

げ てい く活動 をしなければならない。明 日の 日本、明

日のアフ リカ、明 日の世界 を目ざして、今 日を しっか

りと生 きなければな らない、 と思 っています。 (大 )

6月 25日 、 ア フリカを話題 に した一つの小 さな集

ま りが大阪市内で開かれた。 これは、大阪市教職員組

合 中央支部が、組合員 を対象 に した学習活動 の一つ と

して、 アフリカ行動委員会 の楠原 彰氏を講師 に招いた

ものである。

実 は、 この学習会 を企画 したのは「 こむ らど」 の一

員 である私だった。かねてか ら、 自分 が所属す る組合

の中で、何 とかアフリカを取 りあげてみ たい と考えて

い た。現実問題 として、例えば アパル トヘイ ト反対 を

組 合 の運動方針 に組みいれることな ど、夢 のまた夢。

楠原氏の話 は、ア 7リ カの楽 しさ 悲 しさ 苦 しさ

を テー マにした ものだった。参加者 (大 半が教 師 )は 、

何 かを感 じとって くれただろ うか。波紋が広 が ること

を、ひそかに期待 しているのだが・―・。  (し )



京大に京大南部アフリカ問題研究会誕生?
先 日、海外に多 くの工場 を進出させているある大手

鉄鋼会社 に勤務す る人 が、 こういう話を始めた。「 ウ

チの仲間が東南アジアに石油 タンパクを売 ろう、 とい

う計画を進めようとしてるらしい。君は石油 タ ンパ ク

は危険だ というのかい ?う ん、確かに安全性 はまだ保

証 されていない。だけどね、実際 に東南アジアに行 っ

て、 自分 の目の前に、 まさに鴨 死せん としている人が

いたとしてごらん。私は、副作用の心配を騒 ぎたてる

前に、 まずウチの石油 タンパ クを食べ させ ることが先

決だと思 うのだよ。 そうしないと彼 らは死ぬのだか ら

ね。」 そ して最後 に、彼 は、「 しか し、東南アジアや

アフリカの連中は、教育程度が低いうえに、いつも仕

事 をさぼ ろう、 さぼろうとしている。せ つか く工場を

つ くってやろうというのに、 しんどいことだよ。」 と

付け加え、苦笑いを して見せた。思わず、相づちを打

ちそ うになる・…。私 たちは、 ここで「 なぜ彼 らが飢

えないとな らないのか ?Jと は、なかなか考えようと

しない。ましてや、 日頃 口にす るバナナやコー ヒーの

ために彼 らの貴重な農地が奪われ、体中泥 まみれに し

て働 く労働者に対す る日本製品の粉 ミルクや石油 タン

パ クの押 し売 りが、彼 らをさらに危機 に追いや ってい

ようとは思 うべ くもない。

僕がアフ リカに関心を持つようになって 約 2年 が

過 ぎた。「アフ リカにも、 そ こで生 きようとす る自分

と同 じ人間がいる」 ことが、 ごくあた りまえな ことで

あるのに気づ き、新聞や本のなかで、 まるで人事のよ

うに語 られるアフ リカが、実 は、 日本、 そ して自分 自

身 とも密接な関係のなかにあることを感 じるようにな

つた。そ してそのさいたる地域が、南部 アフ リカであ

つた。なによ りそこには、人間が人間で あるために闘

い、 自分 に呼びかける人々の姿がある。 それゆえに、

アパル トヘイ ト体制への日本の加担を、僕 は許 しては

な らない。今、 このことを、 はっきりと自他 に、意志

表示す ることか ら、すべては始 まる。

そこで今回、アフ リカを考え、学 び、語 り合 うため

の場 として「 南部アフ リカ問題研究会」 を京都の地で

結成す ることとなりま した。現在、野間寛二郎氏の著

書「差別 と叛逆の原点」をもとに、学習会を進めてい

ますが、南アに生 き、闘 う人々の心に少 しで も触れて

い くために、南ア文学の読書会 も開いていこうと考え

ています。 また、ナ ミビアの独立へ向けて激動が予想

され る南ア状勢を、正確 に把握 してい くために、 内外

の運動組織か ら資料を取 り寄 せて、定期的に「ニ ユー

ス」を発行 してい く予定です。 さらに、現在、国連映

画「 Frec NanibiaJの 日本語版 を製作中です。

完成後 は、 ウランの密輸や、文官派遣問題 などを焦点

と した映画・講演集会を開 き、 みんなで「 アフ リカ」

を考えていきたいと思 います。 どれ程の ことができる

か ?す べては今後にかか つているといえますが、我々

の 日常のなかでは、「アフ リカ」はその存在 さえ話甲

にのぼることな く、すべてマスコ ミ等 によ つて与 えら

れた「受 け身」のアフ リカ (ひ ろ く「第三世界J全体

に関 していえることですが )で 満足 しきってい るとい

う現状をなん とか して打破 してい くために、大学で、

街頭で、家庭で、 また友人 との語 らいのなかで、 とも

か くも、「アフ リカJに 関す る自分 自身の第一声 をあ

げてい くことが今一番大切なことであるよ うに思 いま

す。

例会 は、毎週水曜 日、京大西部講内の Boxに おいて

6時 か ら行 ってお ります。

すべての方々の参加を歓迎 します。

(野 中 )



3月 ■■日夜、 コー ト・ ジボアー ルの首都 ア ビジャ

ンに着 く。空港 を追 い出され るように して表 に出され

た。 しかたな 〈、 タクシー にの り、 TreiChVilleの

駅 前まで行 くことに した。空港 の役人 とタクシー の運

転 手がグルになっているような気が したが、夜 なので

バスは ない。昼 で ■300～ ■50 0CFAフ ランくらい。

「 おれはグッ ド・ ドライバー だ。夜 だか ら■5ド ルだJ

と要求 されたが、「銀行 は閉 まっている。現金で ■ 0

ドル しか持 っていない。」 と、普通 な ら■ 5～ 20分

で行 くところを、停 ま り停ま り■時間近 ぐかかって駅

まで着 き、最後には ■■ ドル (2629CFA)払 って、

駅近 くの C級 ホテル HOteI Mediterraneeに 泊まっ

た。夜 だ としても、少 々ボラれた ようだ。アビジャン

のホテルは一般 に高 く、 C級 ホテルで も 55000FA。

以 後 5日 間、安いホテルをさが して町 を歩 きまわるが、

最後に泊 まった D級 ホテルで も■日4200CFA。

3月 ■ 2日 、アフ リカで最初の朝、街 の喧騒で 目が

さめる。 ホテルか ら道路 を見る と、駅へ行 く人 たちが

歩 き、道端では何や ら大 きな鍋で食べ ものを煮ている。

路上 の食い もの屋が、 あちこちにちらばっている。 ア

フ リカの一 日の始ま りである。

まず、動 きまわ るために市街地図 を手 にいれ ようと

ツー リス ト事務所 をさがすが、 これが見つか らない。

ア ビジャンは街角 に地図がかかっているのだが、 この

地図が古 く、通 り名 と違 っていた りす る。道 を聞いて

も、十人 が十人 とも違 った答 をす る。ひ とりのアフ リ

カ人 が道案内 をかつてでて くれ、地 1/1を 手 にいれ、安

宿 さが しも一 日中つ きあって くれたc彼 の家 に来 い と

い うので、彼の住んでい るKoumassi地区までバスに

乗 る。

ア ビジャンは、い くつかの地区 に分 かれている。

Plateau地区が官庁街、 COCOdy地 区が高級住宅 地

(白 人 の多 い地区 )、 AdjamOは下町 で長距離 バスの

発着場が ある。 Treichvi110も 下 町で、 ここの市場

が ア ビジャンで一番大 きい。 MarCOry地区は下町 で

工 場が多い。そ して、彼が住ん でいるKoumassi地区

も下町だ。

まず、彼のパパの家 に連れていかれる。 ごちゃごち

ゃ としたデコボコの道 を通 りぬけ、 しっくい塀の一角

か ら中 ll入 る。中 に入 ってみると、共同の炊事場 また

は土間 ともい うべ きところを日ん で数家族 が共 に暮 し

て いる。その土間 では夕食 をつ くっているし、隅では

洗 濯 を した り身体 を洗 っている。恰幅 のいい女性 たち

が、仕事 をしなが ら何や らベチャクチャと話 してい る。

彼のパノくとその家族 に紹介 され、 イスをすすめ られ

る。彼 らの家に行 くと、必ずイスをすすめ られ るのは

か もしろい。それ に、 ホテルで も彼 らの家で も必ず水

を飲 め、 とコップをもってきてすすめ られ る。 目の前

につ きだされて、 ことわるわけにもいかず、 どん な水

か わか らぬまま飲んでいるが、 まだ腹 を こわ してはい

ない。近所 の貫禄 のあるオバサ ンの家で、 アフ リカ

ウイスキだとい う密造酒 を飲 まされた。一口飲 んだだ

け で、 にえ くりかえるように強い。

KouIIla s s i地 区では、まった く白人 を見かけない。

飛 行機 の中で一緒だった ドイツ八 は、 TrieCh▽ille

や下町は ドロボウが多 く、ぶっそ うで恐 いか ら行 かな

い方 がいい と言 っていたが、彼 と一緒 だったせ いか も

しれないが、恐い とは感 じなかった。その後 も下町の

中 をよく歩 くが、恐 い とい うよりも、やた らと物 を売

りつけ られた り、「 ボンジュー ル、ア ミー ゴ、 ア ミー

ゴ」 と声 をかけ られ、寄 りつかれて困 って しま うこと

の方が多い。大 きな リュックを しょっているときは特

にそ うだったが、 じっと不思議 そ うにながめ られて居

心 地のいい ものではない。私 の場合、色は白いが白人

に は見 えない らし〈、 日本人 か中国 /、 か または タイ

ノ`、かフイ リピンノ`、か などと聞かれ る。

彼 の家は KO uIIla s s i地 区の海岸近 くにあ り、アフ リ

カ人の一般的 な家だが、海岸 にそってす きまだ らけの

木 の板 で取 りまかれた トタン屋根 の家が並んでいる。

もっとも貧 しい人 たちが ここに住み、 ガーナ、オー ト

ボ ルタ、 マ リなど周辺諸 国か らながれてきた ような人

た ちが多 くここに住ん でい る。 まさにその 日暮 らしの

生 活である。

雑然 と並んだ堀立小屋の中 をす りぬけるようにして



通 りぬけ、彼 に連れ られて歩 きまわった。 なにや ら、 ちそ うになってか ら、 ホテルまで彼 はついて きた。 と
皆 が友人だといぅょぅな印象だ。その細い道端 には井   うや ら、クー ラーがつぃてぃるので、それ 目あてで泊
戸 があ り、その水を使って生活 している。また、道端   ま りにきたらしい。
では あちこちで食べ ものを煮 た り揚 げた りしてぃ る。 5月 ■5日 、ォー トボルタ大使館 l~行 き、 ビザを申
そ の横では洗燿をしてぃるし、身体を洗っている女性   請 した。彼が午前中 も付きあって くれたのだが、長 く
もいる。道端でウンコをす るらしく、あちこちにころ  付 きあいだす と段 々に要求がエスヵレー トしてくる。
が つている。 これが、アフリカの臭 いだと思った。道   初 めはタバコ代 とかだったが、その ぅちll― 日本へ帰っ
端 で紅茶を煮 たててぃたので、ごちそ うになる。炭を た ら何 々を送 ってくれだの、最後 には5oooOFAを 貸

彼が、 タバ コを買 うか ら金 を出せ とい う。それまで、 く。大使館の人は妙 な顔 を していたが、彼 の方 は居心
バ ス代 や らタバコ代や らをせがまれていたが、何 や ら 地 が悪 くなった らしく、す ぐに帰 って しまった。それ
ち ょっとちが ぅ。 ■OooFA渡 してみ ると、 タバコを売 を期待 して大使館 に行 ったのだ。
つている (■ 本ずつ売っている )露店 の裏 で何 や らコ 日本大使館で、モー リー氏 を知 ってい るか と聞いた
ソ コソしていると思 った ら、例 の タバ コを買 っていた。  ところ、住所 をお しえて くれた。彼 の自宅 に何度 も電
数 日後、 ラジォで 5ooト ンのマ リファナを警察が押収   話 して もらって、彼 とかちあえた。 日本大使館 の雑談
した とのニュー スが流れ ていたが、 ア ビジャンの町 に  を横 で聞 いてい ると、モー リー氏 の ような親 国家は大
は何 で もあ りそ うだ。私 はタバコを吸ゎないので例 の  事 に しなければな らない、 などと言 っていた。 だが一
タバコも吸わないが、彼 の方は何や ら悦惚 とした表情  方 で、 コー ト・ ジボアー ルに文化交流 センター なるも
に なって きた。 日が暮れるまで彼 の家 にいて夕食をご  の をつ くったが、いったい予算 はどこか ら出 るのか と′

∝ C

使 ったコンロの ょうなもので紅茶 をわか し、 その中に

砂糖 をタップ リと入れた ものだ。

●読者からの手紙
中・高時代、何 らかの問題意識 はもちつつも、 それ

がアジア・アフ リカ、侵略国 日本へとつながってゆ く

と、 どう実感できるのか、 どう把 えればよいのか中途

半端 に多りなが ら大学へ入 って しまいました。大学の

中で、金大 中氏他韓国政治犯の救援運動などに関わる

中で再 び「韓国、東南アジアJと いう問題 がクローズ・

ア ップされてきたのですが、朝鮮史、或いは朝鮮語等

について自分の無知 を思 い知 らされているところです。

アフ リカの問題 は侵略 と同時にアパル トヘイ ト政策

にあ らわれ る人種差別 に もか らみ大変複雑 だと思いま

す。 アジアとは何 なのか、韓国 とは、 アフ リカとは何

なのか。私なりに「 日本の女」 としての立場か ら勉強

してゆきたいと思 っています。

私 が「女」 としての自分の立場 を考えたのはつい最

近です。大学へ入 るまでずっと「男」なみにやること

を無意識 のうちに志向 してきました。 だか ら、女性差

別を問題 にす ることが何 とな くしっくりしなかったの

して くれ などと言いだ したので、 とっぜん英語がわか

らなくなったふ りを して、彼 と一緒 に日本大使館 に行

だけれど最近、社会的な差別 一賃金問題、雇用問題等

―だけでな く日常的な男女関係までもゆがめ られてい

るのだと実感す ることが多 くな りま した。「女」 が人

間 らしく生 きるとい うのは「男」なみに生 きることで

な く、 また、従来 の「女 らしさ」 =求 められ る女 とし

て生 きることで もないのです。「女」 と しての自分を

解放す ること、 その時、私は「韓国の女」で も「 アフ

リカの女」でも「黒人の女Jで も「 部落民 の女Jで も

ない「 日本 の女」であること、 そ うであるが故 に一面

的 に「女」 である自分を把 え出 して しまうことな く「

日本の女」 としての自分の全存在 を じっ くりと考 えて

ゆかな くっち ゃな らないんだ とい うこと、最近 はそれ

を切 に感 じています。

自分のことばか りうだ うだと書いて しまいましたが、

「私」 という人 間のこと、「私」の考えていることが

少 しで もわかっていただければ幸 いです。

またアフ リカに関 して、或は韓国に関 して、現在の

日本の侵略の状況をどう把 えるのか、 その中で暮 らす

自分達 日本人が「 アフリカヘ」 とい う時、 どういう意

識をもってお られ るのか是非間かせて欲 しいと思いま

す。



gヽ
、文化交流 とい うのは文化のある国 と国がや るもの

で、 日本 は文化があるがコー ト・ジボアールは・■・

植 民地だったのでフランスの文化 はあるが・―・

何 や らアフ リカには文化 などまった くな t/h、 とい うよ

うないい方 だった。 では、 日本 の文化 とは何だ とい う

のか。歌舞伎、能、茶、空手だけを紹介すれば 日本の

文 化 を紹介す ることになるのか、少 々腹 が立 ったが、

いろいろ電話 をして くれた り、親切 に してもらった。

で、何 も言 いは しなかったが、 この ような感覚で しか

ア フリカを理解 しようとしないのでは・…・ 。

5月 ■ 6日 、 Treichvil]eの マー ケッ トを歩 く。

ア フ リカのマー ケッ トとはこん なものか、 と感心す る

ほ ど喧騒 、雑然 としている。 マー ケッ ト自体は 2階建

で、下 が食料品、上 が衣料儡 になっているが、マー ケ

ッ トのまわ りに露店が囲む ように並 び、そのすさま じ

い ことといった らない。 この中では、まっす ぐ歩 〈こ

となど不可能 にちかい。まず通路 がまが りぐね り、中

に入 る とどとに出ら4る のがわか らな くなる。それに

呼 び声がはげ しい。歩いていると、前 をさえ ぎって自

分 の店に連 れて t/・ こうとする。

衣料品 は豊 富で、色 とりど りの布地や服 がならんで

い る。食べ ものも 肉や らくだ ものや ら、ず らっ とな

らんでいる。午後 も近 くなると、売 り子のかばさん連

中 は、台の上に横 になって昼寝 を しだす。中を歩 いて

い て、 とつぜん何や ら大 きなものが視界 にとびこみ、

一瞬 ギョッとす るが、 よく見 るとおばさん連中のケツ

が並んでいるとい うょうな ことが よくある。

ア ビジャンではパスが よく走 っているが、何 しろど

こをどう通 っているのか、まるでわか らない。バスの

中 の案内はない し、案内板 もまるでない。行 きと帰 り

では乗 り場が違 うことがあ り、バスをおぼえるだけで

■週間はかかる。バス代 は 6oOFAで 、 ぃつ も混んでい

る。そのため、 アフ リカ人ばか りで自人 はほ とん ど乗

らない。 ア ビジャンのタクシー はす ぐひ らえるが、局

く、 ボル ことはなはだ しい。そのため、 もっば らバス

に乗 ってい るが、便数 は地区 によっては ■時間に■本

ぐらいで、町まで行 って帰 るのに■日かかる17aど だ。

不思議 なことに、 バスに乗 るアフ リカ人の多 くが料金

を必ず といっていぃほ ど払 う。料金 はパスの後部 の囲

いの中 に t/・ る車掌に払 うのだが、前か ら順送 りに手渡

してで も払 っている。払 わな くて もわか らないのだが、

これだけは不思議だった。私 など、何度 も払わずに乗

っているのだが・…・ 。

ア ビジャンには、 日本 の商品がかな り出まわってい

る。 マー ケッ トでは電気製品、 カセッ ト、 ラジオ、時

計 などが 目につ 〈。 日本の車 は、 よ く見かけ る゛ よく

見かけ るとい うより、半分以上カミ日本の車 といって も

よい くらいだ。

さて、 メンの ことだが、下町の街頭で食 べ るメンは

安 い。 レス トランなどは高 くて、 とて も入れ ない。ひ

とつは、 アルコ といって小 さな種類 のバナナを輪切 り

に して油であげた もので、 これにカランのきいたソー

ス をかけて食べ る。魚をあげた ものがついている。

■oo～ ■5oCFA、 競争 のはげ しい場所 では量が多い。

も うひ とつは、牛 肉や鳥肉、魚 などを煮 た ものをライ

ス にのせ、 カランの さいたソー スをつけた もの。 この

二 つが代表的 な食べ ものだ。 しか し、 どちらも何 とも

は や カライ。私 はカライ方が好 きなので うれ しいが、

水 を飲 まなければ、やは りたまらない。作 っているそ

ば に坐わ りこんで食べるのだが、水 のはいった鍋か ら

水 を 〈んで飲む。はた してきれいな水か どうかわから

ないが、 だれ も皆が飲んでい るので、かまわず飲んで

い る。今 のところ、何 で もない。言 い忘れたが、 ライ

ス といって も日本の ようなものではな く、 パサパサ し

てい る。他に、 フランスバンも売っている。 これは案

外安 い し、けっ こううまい。

アビジャンとい う都市は、地区に よってまった く違

った様相 をみせ る。各地区それぞれ特徴 を もってか り、

生 活その ものが違 う。下町 には、 アフ リカの陽気 さだ

け でな く、貧 しい人 たちが助けあって暮 している何や

ら言 い ようのない ドロ ドロしたものがある。都市 の中

心 には高層 ビルが立 ちな らび、新 しい ビルが次 々につ

くられてい る。その反面、 スラムでは掘立小屋が次 々

にア リの巣 のょうに立 ちな らび、貧富の差 がますます

拡 大 してい くのが象徴的 なもの として印象 に残 った。

これか ら、オー トボルタ、ニジエール、ナイジェ リ

ア、 カメルー ンとまわってい くつ もりです。再度、手

紙 を書 きます。では、お元気 で (サ バ )。

(■ 98■ .3.■ 7 アビジャンにて 安木広明 )

希 半年間の予定 でア フリカを旅行 している友人か

ら手紙が届 きま した。今後、数回にわたって「吉

里 吉里人の手紙 PARTェ 」 として掲載 します。



死刑宣告を許すな? SllyETHE
プレハノア政府によるθ名の秋 青年 の

いま南アフ リカでは、 3名 の若者 が死刑 を宣告 さオ1、

このままでは絞首干1を 執行され ようとしている。彼 ら

は、警 察署襲撃 に参加 した として起訴 された。そ して

裁判所 は、彼 らの行為 が反逆罪 と殺人罪 に該当す るも

の として、全員に死刑 を宣告 した。 この判決は、だれ

も殺 された者がいない事実 を故意 に無視 した、 きわめ

て意図的 な ものである。

これ らの 3名 、 ■ル ビシ君 (28オ )、 N.マ シゴ君

(20才 )、 N.マ ナナ君 (24才 )は、 ■976年 の

ソエ ト峰 lF‐ を体験 した若者だ。彼 らは、平和的 な手段

で抗議 するクラスメー トたちが 目の前で警 察に射殺 さ

れ るのを見て きた。そ して、少数 の自人が支配す る非

人 間的 な体市」に終止符 を打つ唯一 の方法 は、 自分 たち

も闘 うことだ と判 _lFし た。彼 らは、 自由の戦士 として

訓練 を受 け るために、数百人 の仲間 とともに南アフリ

カを脱 出 し、今回、ひそかに帰国 しているところを逮

捕 された ものだ。

死刑判決が不当 な ものであることは、明白だ。 しンか

し、裁判所 自体 もアパル トヘ イ ト体市」の一音Fで あるこ

とを考 えてみ ると、裁判 に正当な判決 を期待す るのは

無理 であろ う。南アフ リカ l‐ かける裁判は、 アパル ト

ヘ イ トに反対す る者 を抹殺 するための形式的 な手続 き

にす ぎない、 と考え るべ きだろ う。 このような状況下

で 3名 の命 を救 う唯一 の方法 は、国際的な救援 キャン

ペー ン以外 にない と信 じる。

私 たちは、かつてノロモン ,マ ラング君 (本紙筋 48

参照 )と ジエー ムス マング君 (/53参 照 )の 救援

キャンペー ンを して きた。そ して、 マング君 について

Free ali South African Political Prisonersi

は、死刑 が減刑 された。今回 も、国連 やコー ロッパの

救援 クルー プか らの呼 びかけに応 えて、私 たちは日本

で 3名 つ命 を救 うための運動 を始めたいと考 えている。

(上 のポスターは、 ョー ロッパの救援 グルー プが作成

した もの )

南アフ リカの首相や裁判所 に対 す る抗議電報やハガ

キの集中 などを計画 しているが、読者の中でflた ちの

運 動 に協力 していただけ る方は、ぜひご連絡 を。
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