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クルーガーラン陰 貨を追放 しよう/

私たち「 こむ らどアフリカ委員会 Jは、本年 1月 に

事務局会議を開き、今後の活動について話 しあった。

そして、運動の中心として「 クルーガーラン ド不買運

動」に取り組むことを決定 した。

クノンーガーラン ド金貨は、南アフ リカのインターナ

ショナル・ ゴール ド社が販売 している22金 の法定通貨

で、1970年 から海外に輸出されている。 日本では、'80

年12月 から大々的な宣伝 とともに売 り出され、住友商

事、三菱商事、田中貴金属工業の三者が輸入、販売を

行なっている。そして、「 1枚数十万円の 1オ ンス金

貨から 1枚数千円の10分の 1オ ンス金貨 (価格は毎日

の金地金価格に連動)ま で四種類あるのが うけて、客

層は医師、自営業者か らoL、 サラリーマン、主婦や

正月の小遣いを蓄えた小、中学生まで非常に輻広い (

81.4.29朝 日新聞)Jと いう状況になってきている。

私たちは、蓄財等の目的で金(ゴ ール ド)を買 うのは

個人の自由だと考えている。ただ し、クルーガーラン

ド金貨を買 うのは止めよう、買った人は売 りとばそう、

買 うなら別の金にしよう、これが不買運動の具体的内

容である。私たちが不買運動を呼びかける理由は、一

つ しかない。つまり、クルーガーラン ド金貨を買 うこ

とは、アパル トヘイ トに加担することになるからであ

る。

説明するまでもなく、南アは世界第 1位の金産出国

である。そして、金は南アの総輸出額の41%(1979年 )

を占める商品になっている。この数字か らもわかるよ

うに、金が売れるか否かは南アのアパル トヘイ ト体制

にとって死活問題であり、また、どんどん売れて価格

が上昇すれば、それだけ南アの利益はふえることにな

る。

「南アのクルー,ガ ーラン ド金貨を扱 っているインタ

ーナショナル・ ゴール ド・ コーポレーション・ ジャパ

ンの渡辺衛事業部長によると、日本で昨年 12月 に販売

を始めてか ら12万 5千オンス、70万枚以上売れたとい

う。客はサラリ‐マン・主婦が三分の一、若い女性が

三分の一を占め、残 り三分の一は節税対策の投資客、

と推定 している。南ア鉱山会議所のローレンス会頭は、

日本がクルーガーラン ド金貨の最大の市場になる、と

予測 している。 01.11.18朝 日新聞)」

この新聞記事の中で、二つのことに注目しなければ

ならないと考えられる。一つは、要するに、たくさん

売れているということである。80年 12月 か ら83年 12月

の約 3年間で、およそ42万 7千オ ンス以上のクルーガ

ーラン ド金貨が日本に出まわったといわれている。 こ

の量を、仮 りに 1オ ンス=113,970円 (本年 2月 21日

の買値)で計算すると、約 487億 円になる。いかに莫

大な金額が、日本か ら南アヘ流れているか理解 してい

ただけると思 う。

二つめは、客の三分の二が主婦や若い女性など、私

たちの身近な人たちだということである。81年 5月 に

物品税の課税最低限度額が 3万 7.500円 に引き上げら

れたこともあって、 4分の 1オ ンスや10分の 1オ ンス

金貨が、ペンダン トやブレスレット用 として買われて

いるという。42万 7千オンスを、仮 りに 4分の 1オ ン

ス金貨で換算すると170万 8千枚、 1人 1枚 として約

170万人がクルーガーラン ド金貨を買った ことになる。

これまた、大変な数字である。

クルーガーラン ド金貨を売 っている店頭のパ ンフレ

ッ トには、アパル トヘイ トのことなど一言 も書かれて

いない。 また、 日本のマスコミは、同金貨の購入ブー

ムを大きく報道 しながら、こちらもアパル トヘイ トに

ついては、まったく言及 していない。このような状況

の中で、クルーガーラン ド金貨を買 うとアパル トヘイ

トに加担することになる、という私たちの主張につい

ては、 もっともっと説明が必要だと考えている。

私たちは、とりあえず本誌に Fク ルーガーラン ド金

貨 とアパル トヘイ ト、そ してあなた 』を連載 し、簡単

なパ ンフも作成 したいと計画 している。さらに、他の

グループや諸団体にも不買運動を呼びかけていくつ も

りである。

この不買運動は、金が生活必需品でないだけに、誰

でも簡単に参加、協力できるはずである。クルーガー

ラン ド金貨を買わない、買 っている人は売 りとばす、

買いたいなら別の金にする、これだけのことである。

読者諸氏の協力 と、情報の提供を強 く要請する。



最母等 やヽ琴憔 クやすい金

勿レーガーランド金貨誕生の由来 クルーガーランド金貨規格 (実物大)

″レーカ=ランド金貨は、できるだけ多くの人 が々金を“最も

安く、最も便利に"買 える身近な資産保全財として1970年に

初めてつくられました。
″レーカLランド金貨は、南アフリカ共和国発行の法定貨

幣で 高度な鋳造技術でつくられたK22金 製の金貨ですか

ら品位に優れており、偽造。変造のない、最も信頼性の高い

金貨aて世界中で人気がありま丸

金地金と比較して有利な点は

●金地金の信用は、その地金を溶解・精錬した業者にか

かっていまtそのため金の品位保証のうえで 地金業者

は、自らに厳しtヽ規制を課していま丸 付 力ち地金の刻印

(溶解業者と検定業者)にその信用が託されているわけで

魂 又、金地金の場合摩滅したり傷がついて重量を損な

う場合もありますカミ″レート ランド金貨の場合、純金に

少量の銅を加えて硬度をもたせてありますのく 品位を損

なうことはありません。従って正式な検定(ASSAY)の必

要はなく、その日の価格で即座に換金できま丸

0″レール ランド金貨はK22金製で高度な技術で鋳造

され、またプレミアムが低く設定されているたウ偽造・変造

しにくく、今まで偽造金貨が出た例はありません。

●″レーカ=ランド金貨は地金型金貨のうち世界販売シ

ェア70～ 80%を 占め圧倒的流通量を誇うていまtです

からどこで買ったものをどこで売つても全く問題はなく、流

通性、換金性が非常にすくれ゙ていまt
O小売価格と買い取り価格の差額 (スプレッド)が小さい

ほど資産価値が高いわけ付 カミこのスフレッドは÷オン

ス金貨轟オンス金貨の場合、現在の金価格では、同程

度の金地金よりも小さくなっていま丸

1オ ンス●金含有量/311o35g● 直径/32766%●厚さ/2840%

=オ
ンス●金含有量/155517g● 直径/27070%●厚さ/2215%

+オンス●金含有量/77758g● 直径/22060%●厚さ/1888%

tオンス●金含有量/3‖ 03g● 直径/16550%● 淳さ/1350%

信頼性と買いやすさを強調 したインターナショナル・ゴールド・

コーポレーションのパンフレット
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クルTガ=ランド金貨とアバルト
ヘイト、そしてあなた(第 1回 )

殺計画に黒
手
¨

を貸さないでください

クルーガーラン ド金貨を買わないで ください。 ご存

知で しょうか ?あなたがクルーガーラン ド金貨を買 う

ということは、 とりもなおさず、南アフ リカの黒人を

殺す手伝いを していることになるのです。

南アでは、全人口のたった14%の 自人が国土全体の

87%と、ほとんどの富を独占し、黒人は慢性的な飢餓

と失業状態にあえいでいます。だったら、南アから物

を買って仕事をつ くってやった方が良いんじゃないか

と、あなたは反論なさるか もしれません。けれども、

あなたが今、クルーガ,ラ ン ド金貨をお買いになると、

その利益のほとんどは自人の手にわたり、黒人の立場

を追いつめるために使 う資金の一部 となるのです。

南アの黒人は、飢えと失業にあえいでいます。そ し

てそれは、低賃金というよりは飢餓賃金で高収益をあ

げようと、南ア自人が長年かけてつ くりだ した政治と

経済の構造の結果なのです。南アの輸出がどんなにふ

えても、この構造は変りません。飢餓賃金を維持する

ためには、どんな賃金でも仕事を求める多量の失業者

の一団が必要です。南ア経済は、まさにこの失業者 と

飢餓賃金を前提 として発展 してきたのです。

しか しながら、南アのもっているこのシステムは、

今や前近代的なものであります。かつて、南アの人口

の70%以上を占める黒人は、半ば飢えながらも働いて

白人に富をもたらしました。今も、 もたらしています。

教育の機会 もな`く 、多少 とも技術を必要 とする仕事

は黒人に与えないシステムのなかで、黒人は働いてき

ました。そ して南アにとって、そのような労働力の必

要性は減ってきたのです。一方、高い技術を もつ黒人

労働者を育てる気など、自人倶1に はないのです。そう

いうものは、自人のためにのみあるのです。だから、

黒人の失業者は増す一方で、自人の技術者は不足 して

いて、移民を受け入れています。

今の人数の黒人は必要ないのです。玉子を生まなく

なったニワ トリは、食べられて しまいます。いらなく

なった黒人労働力は、食べるわけにはいきませんか ら

そこにいるのも目ざわり、捨てるのが一番です。

南アの “うばすて山 "は 、バ ンツースタンあるいは

ホームラン ドなどと呼ばれていますが、要するに国土

の13%の不毛の地に黒人を封 じ込めて、労働力をプー

ル しておくために計画された場所です。そこには何の

産業もなく、農業す らほとんど成立 しないために、出

稼 ぎなしには生活が成 り立ちません。出稼 ぎをするに

も南ア当局を通 してであり、飢餓賃金 しか もらえませ

ん。白人にとって、飢餓賃金を維持 し、なおかつ余分

な人口を抹殺できる、すてきな計画なのです。

このバ ンツースタン計画なるものは、ある人間を何

の断 りもなく適当な “部族 "に決定 し、決 まって しま

えば、どこにあるかを見たことも聞いたこともない国

(バ ンツースタン)の “国民 "に してしまいます。祖

先代々から住んできた自分の国で、外国人 とされて し

まうのです。 しかも、このバ ンツースタンには独立国

― 外交、軍事、経済的基盤などは南アが掌握 ニー な

る名目を与えて、悪名高いアパル トヘイ ト体制への批

半」をかわそうとする、白人にとって一石二鳥の計画な

のです。

全人口の73%、 2,250万 の黒人が、不毛な13%の土

地でどうやって生きていけるので しょうか。大人たち

は飢えや過酷な労働で早死 にしていき、子供たちは産

まれても育たず、生き残る者はわずか、か くして黒人

人口は減っていく、バ ンツースタン計画 とは、黒人抹

殺計画なのです。いみ じくも南ア当局は、黒人の失業

問題の解決策はと聞かれて、黒人が死ぬことと答えて

います。

どうぞ考えてみて ください。あなたがクルーガーラ

ン ド金貨を買 うと、その利益は黒人抹殺計画の財源 と

して使われるのです。

それでも、あなたはクルーガーラン ド金貨をお買い

になりますか。         (NUNDA)



回 昨年11月 、'84反 アパ

し、読者諸氏に 1枚ずつ送 りました。 1枚千円は高す

ぎるかと心配 していま したが、多数の方か ら送金をい

ただき、本当にありがとうございました。

折 らずに送 ってほ しいという多くの苦情については

送料の問題 もあり、今後、検討 したいと考えています。

また、サイズが大きす ぎるのではないかという意見に

ついては、実用的カレンダーというよりも私たちの主

張 と原画を生かすことを主眼に決めていますので、ご

了解いただきたいと思います。多少残部がありますの

で、ご希望の方は連絡 して ください。

同時にお願いした購読料前納と資金 カンパについて

も、多数の方か ら送金いただきました。あわせて、お

礼申しあげます。

回 アンケート葉書を同封 します。不定期 とはぃえ何 と

か本誌の発行を継続 してきていますが、どのように読

者諸氏が本誌を とらえておられるのか、ほとんどわか

らないのが実情です。そこで、本誌 としては初めての

ことですが、皆さんにアンケー トをお願いすることに

しました。要望、意見、批判等を自由にお書きくださ

い。結果を参考にして、内容を充実させたいと考えて

います。

また今後は、読者諸氏等の原稿を積極的に掲載 して

いきたいと考えていますので、ご協力 ください。今年

は年間 4回発行する計画を立て、 メンバー全員が張り

きっています。ぜひアンケー ト葉書を返送 していただ

くよう、重ねてお願いいた します。

回 英文資料の読書会を続けてきていますが、今回、新

たなテキス トを読み始めることになりました。テキス

トは、昨年 6月 に IDAF(国 際人権擁護・ 援助基金)

から発行されたAPttTttEID― THE FACTS
です。最新の統計資料、写真やグラフなどをふんだん

に駆使 して、アパル トヘイ トとは何かを全体的かつ、

わかりやす く説明 した内容になっています。

目次だけ紹介すると、 1.歴史的背景 2分離 と不平

等 3教 育、情報、文化、宗教 4経 済的搾取 5政

治的構造 6抑圧 7軍事 8南部アフ リカとの関係

9国際関係 lo抵抗 と解放闘争 の10章から構成され

ています。さらに、南アで独自の意味をもつ用語の解

説も付記されており、まさに入門書として最適の本だ

といえます。

単純に和訳するのではなく、内容について話し合い

ながら読みすすめ、約 1年間で終了する予定です。 3

月から開始し、月 2回、土曜日の午後 7時から事務所

(国鉄環状線天満駅下車徒歩 5分、東邦同心町ビル)

で行ないますので、いちど気軽に参加 してみて下さい。

参加者全員で読みますので英語力は問題ではなく、も

ちろん参加費無料 (た だし、テキス ト代 2千円必要)

です6詳細は、下垣 (TEL.06-722-7266)まで。

回 私たちの仲間であるアフリカ行動委員会のメンバー

庄司克三氏が、信州蓼科高原でペンション「山ぼうL/」

を建設することになり、現在、会員を募集 しています。

本年10月 オープンの予定で、身体にハンディのある次

も利用できる部屋を用意するなど、営利目的だけでな

いペンションを目ざして着々と計画が進行 しています。

会員になると、出資金に応じて利用割引きや無料利用

の特典があります。詳 しくは、〒175東京都板橋励

6-6-3 庄司克三 (TEL.932-7635)ま で。

回 東京のアフリカ行動委員会が、昨年12月 に事務所を

開設 しました。これによって活動の拠点が確保された

ことになり、今後の反アパル トヘイ ト運動の発展が大

いに期待されます。アフリカ関係、とりわけアパル ト

ヘイ ト関係の資料を出来るだけ集め、一般に開放する

計画も立てられています。住所は、〒15Cl東京都渋谷区

東1-27-10 東ビル203号 TEL.03-499-5407。

ロ
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イ ト・ カレンダーを発行
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ジンバブウェでは、写真を撮 らせてほしいと頼

む と、みんなが気軽に応 じて くれます。とくに子

供たちは、す ぐに集まってきて得意のポーズを し

て くれます。

今回は、親子の写真を中心 に集めてみました。

左上は、夫婦 と赤ちゃんです。母親が怒ったよう

な顔を していますが、そうではありません。赤ち

ゃんがカメラの方を向いていないので、ちょっと

待 って くれ、と言 ってし、る時にシャッターを押 し

て しまいました。夫だけ、す:ら か りその気になっ

て くれているようですが… 1・ …=6

右上の写真は、近くの女性たちに集まってもら

って撮りました。迫ヵ満点の女性がズラリとなら

ぶと、こちらが気後れしてしまいそうです。独立

後の新 しい国づ くりは、これらの女性の肩にかか

っているのではないかとさえ思えてきます。

写真は、いずれもジンバブウェ東部のムタレ (

1日 名ウムタリ)で撮 ったものです。



歴史的なUDF全国集会開催
昨年 8月 20～ 21日 、ケープタウンでuDF(統 一民

主戦線)の大集会が開催 された。「 自由の憲章」を採

択 した1955年 の人民会議に匹敵するものだといわれて

いるこの集会には、全国各地から400の組織・団体を

代表する約 1万 2千人が参加 した。

UDFは 昨年 1月 に結成 され、約半年間で急速に組

織を拡大させてきた。政党、労働組合、地域社会、女

性組織、教会、宗教界、若者、学生など広範な部分か

らの強い支持を受け、南アの新間の報道によると、u
DFに関係するか支持する人はlЮ 万人以上にのぼる

といわれている。警察の妨害や弾圧にもかかわらず、

8月 の大集会を呼びかけるuDFニ ュースが、ウェス

タン・ケープだけでも8万枚も配られたという事実は、

その力の大きさを物語 っている。

UDFは 、アパル トヘイ トに対する民衆の合法的抵

抗を支持・ 支援 し、非人種主義にもとづ く民主主義的

統一国家の実現を最終的に目ざしている。 そ して当面、

草の根 レベルでの組織の確立、非白人のさらなる分断

をねらった南アフリカ憲法改悪 とクールンホフ法案に

反対する運動に取り組んできた。 (UDFな どの反対

にもかかわらず、昨年 11月 、憲法改悪は強行 された)

ケープタウンの大集会では、土地問題、政府の住宅

政策、集団地域法、生活費の上昇、教育問題、失業間

題など、多数の課題に対する決議が採択された。また

同時に、アパル トヘイ ト体制を支えているとして、ア

メリカ、イギ リス、イスラエルに対する非難 も決議 さ

れた。(日 本ガ合マレテイナイノハ、 ドウシタコ トカ)

UDF全 国議長 として、次の 3名が選出された:オ

スカー・ ムペタ (元 ANCケ ープ州議長、現ニヤンガ

居住者協議会議長、現アフリカ人食料・製缶労働者組

合議長 )、 アルベルチナ・ シスル (警察による20年間

におよぶ活動制限命令の体験者、元南アフ リカ女性同

盟議長 )、 アーチー・ グメデ (会議同盟の活動家)。

UDF後 援者の名前は、数えあげるときりがない。

主要な顔ぶれの中には、ネルソン・ マンデラ、マーサ

。マラング、ヘレン・ ジョセフ、ウォルター・ シスル、

ゴバ ン・ ムベキなどが含まれている。また集会には、

国連の反アパル トヘイ ト委員会、ナミヒアの SWAPO、

デスモン ド・ チュチュ司教からメッセージが送 られて

きた。

UDFが 南アで重要な役割を もち始めたことはまち

がいなく、今後の動 きに注目していきたい。なお、ケ

ープタウンの集会で採択された集会宣言を、全文翻訳

して掲載 してお く。(次頁 )

UDF全国議長に選出されたオスカー。ムペタ



自由を愛する南アフ リカ人民は、われわれが民衆の

意志に基 く統一された民主的な南アフリカの理想像を

抱いており、アパル トヘイ トの諸悪及び経済的並びに

あらゆる形態の搾取に反対する統一行動を とおして、

わが人民全体の統一のために闘 うことを、声を一つに

して全世界に告げる。そ してわれわれは、次の崇高な

理想にみちびかれて、 自由と正義の南アフリカをめざ

して前進する。

われわれは、すべての南アフリカ人がわが国の政治

に参加するであろう真の民主主義国の建設を、断乎 と

して支持する。

われわれは、バ ンツースタンや集団地域法から解放

された単一の、非人種主義・非分断の南アフリカを、

断乎として支持する。

われわれは、あらゆる形態の抑圧 と搾取が根絶され

ねばならないと宣言する。

これらの崇高な理想に従 って、われわれは、社会集

団、女性、学生、宗教、スポーツ並びにその他の諸組

織や労働組合 と固 く手を結び、アパル トヘイ トを拒否

する。

われわれは、南アフ リカ共和国憲法法案を拒否する。

同法案は、われわれが生まれたこの国に、新たにもう

一つの非民主的な憲法を作 り出すだろう。

われわれは、ますます多 くのアフ リカ人民衆から彼

らの生得の権利を奪 うことになるであろうクニルンホ

フ諸法案を拒否する。

われわれは、この歴史的な日を迎えて、統一民主戦

線の誕生を支持する。

われわれは、現政府がわが人民の統一を乱そうと決

意 していること、わが民衆の前により大きな苦難が待

ち受けていること、人種的に隔離され、再指定された

地域に住んでいるわが民衆は、自らが都市で生産する

富から切り離されるであろうこと、家賃並びにその他

の基本的な諸費用が増えて、われわれの生活水準は低

下するであろうこと、働 く人びとは、人種 と人種、都

市 と農村、雇用された者 と失業者、男たちと女たちに

分断されるであろうこと、これらのことを知っている。

低賃金、劣悪な労働条件並びにわれわれの労働組合

に対する攻撃はつづき、学生たちは低賃金労働の貯水

地を満たすために作 り出された不平等な教育の下に苦

しみつづけるだろう。

民族支配と不平等な設備は残 り、アパル トヘイ トは

われわれの教室内で、なおも感 じられるだろう。

わが民衆の宗教的 。文化的生活は脅かされるだろう。

アパル トヘイ トの罪は、わが民衆の文化 と宗教の上

に刻印されうづけるだろう。女性に対する抑圧 と搾取

はつづ くだろう。

女性は新 しいパス法の下で、より大きな苦難をこう

む り、自分の子供たちや家族から分けられるだろう。

貧困と栄養失調は家族生活を破壊 しつづけるだろう。

アパル トヘイ トの鋒先はわれわれの家族に向けらな

非人種主義のスポーツは痛手を受け、スポーツ施設の

建物にあてられる費用は減 じられ、強制分離は非人種

主義のスポーツに更なる一撃を加えるだろう。

われわれは、アパル トヘイ トがつづき、自人支配と

搾取がつづき、集団地域法やバ ンツースタンが残るで

あろう
｀
ことを知 っている。

われわれは、わが国の土地、富、資源の不平等な分

配が根絶されることもな く、移民労働lllが生きつづけ

て家族生活を破壊するであろうことを知っている。

われわれは、政府の下請人となってわれわれを管理

する偽りの指導者を、政府が常に使 うであろうことを

知っている。

われわれの生活は、なおも妨害 と活動制限と投獄 と

殺害の恐怖にみたされているだろう。

新 しい憲法案及びクールンホフ法案がアパル トヘイ

トと自人支配を更に堅固なものにするであろうという

事実に留意 して、われわれは、都市 と農村、工場 と鉱

山、学校 と大学、劇場 と競技場、教会 と回教・ 仏教の,

寺院、その他 どこにいようとわが人民全体の統一に専

念 して、われわれの自由のために闘 う。

われわれは、それゆえ、わが共通の闘いの中で肩を

組んで立ち上がることを決意 し、あらゆる社会の労働

者、学生、女性、宗教並びにその他の組織を統一民主

戦線の旗 じるしのもとに組織 ,動員 し、恒常的かつ誠

実にわが民衆の意見を聞くことに専念 し、彼 らの意見

と願望を代弁 し、来るべき危険と統一の必要に関する

すべてを教育 し、民衆のあらゆる組織を建設 し、強化

し、これ らの法案並びに 日々わが民衆を脅か している

他の諸問題に反対す る行動において団結する。

以上のことから、われわれはこの統一民主戦線のも

とに結集し、政府の憲法案及びクールンホフ法案に反

対して団結して戦うことを誓う。

(統一民主戦線宣言 1983年 8月 )
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第耗回JAAC全 国合宿の報告
昨年 11月 26～ 27日 、鎌倉市内の「 いわた別館」で J

AAC(日 本反アパル トヘイ ト委員会)全国合宿が開

かれました。私的感想をまじえて、報告 します。

京都の南部アフ リカ問題研究会、静岡の静岡アフ リ

カに学ぶ会、東京のアフ リカ行動委員会、そ して当委

員会か ら合計30余名が、この合宿に参加 しました。年

1回、昨年で 6回 目をむかえた」AAC全 国合宿、元

気に 4グループが再会できたことを喜びあいました。

しか し、昨年は一 つ残念なことがありました。静岡

の中心的メンバー「 トミさん Jこ と冨元一彦氏が、合

宿に永久欠席 したことです。夕食を前に して、静岡の

山口氏か ら「 トミさんJが他界されたことについての

報告があり (本誌π62で既報 )、 冨元氏を追悼 して 1

分間の黙祷を しま した。雑談 しながら夕食をとり、「 ト

ミさんJの こと、アフ リカのこと、自分のことを考え

続けていま した。

夕食後、82年の名古屋合宿で確認 された事項の経過

報告 と、各グループの 1年間の活動報告が行なわれま

した。概略は、以下のとおりです。

■「 私とアフリカ」のパンフレット完成

静岡の山口氏が編集長 となり、 ミニ・パ ンフレッ ト

ができました。名古屋合宿で、合宿に参加 した全員が

「私とアフ リカ」を書 くかどうか論議され、結局、書

きたくない人と書けない人が多数を占め、書ける人だ

けが書 くことになりま した。その結果、参加者の約 5

分の 1に あたる 7名 だけの、少 しさみしいパ ンフレッ

トになりました。アフ リカに関わる者にとって永遠の

テーマである「 私とアフ リカ」、 もっと多くの人、で

きれば全員に書いて もらいたかったのに、残念で した。

■ To Be Born A Nationの 翻訳状況

今回の合宿までに翻訳が完了 し、製木 され、本 とし

て完成するはずで した。が、本はまだ出来ていませ /る

翻訳は終了 していますが、訳語の統一、最終的チェッ

クの段階で作業が中断 しています。今年の合宿までに

は、本が完成することを期待 します。

日 '84反アパル トヘイ ト・ カレンダーの発行

降矢洋子氏の版画を使用 したオ リジナル・ カレンダ

ーが完成 しま した。「今までで最高のでき」と各方面

から評価されています。実にすばらしいカレンダーで

す。カレンダーに対 して、こんな意見 もありました。

「 カレンダーとしては役にたたない。」「サイズが大き

すぎる。Jま た、今回は初めて『 私たちは南アフ リカの

アパル トヘイ トに反対 し、 “名誉白人 "の称号を拒否

する/』 という主張を刷 りこみま した。 これに対 して、

「 アパル トヘイ トという言葉に日本語訳をつけるとか、

ただし書きをつけるとか、月1紙でアパル トヘイ トをわ

かりやす く説明 しないと、アパル トヘイ トを知 らない

人にカレンダーの意味が通 じない。J「発行者の自己主

張だけで、このカレンダーを見た人に対する働きかけ

がない。南ア産のくだものを買わないとか、 クルーガ

ーラン ド金貨を買わないなど、第三者に何か働きかけ

る主張がほしい。Jな どの意見が出されました。販売に

あたって、多 くの人か らカレンダーに対する多種多様

な意見が聞かれるものと思いますが、どんな意見でも

一蹴せず、聞 く耳をもち、来年用はさらにすばらしい

カレンダーを発行 したいと思います。

■ 静岡からの活動報告

山口氏を中心に読書会が続けられています。冨元氏

亡きあと、グループの第三世代を構成する若い人たち

が中心になり、今後の活躍が期待されます。

■ 東京からの活動報告

読書会のメンバーが中心になり、東大の駒場祭で、

ケニアの作家グギの「 したいときに結婚するわJを上

演。上演するにあたっての色々な工夫、苦労があった

ことが語 られ、運動の新 しい方向として注 目されまし

た。また、活動を充実 させるために事務所開設を決定

したことが報告されました。

■ 京都からの活動報告

南ア現代史セ ミナー (毎週)、 南ア現代文学の読書

会 (隔週 )、 」01tinkOmOお よびJol通信 。J01文

庫の発行、「 ナ ミビア人民の独立闘争に連帯する国際

会議」に 1名参加、大阪での「 中の島まつりJに参加、

三里塚連帯集会「国際連帯を考える」シンポジウムで

パネル展示、南ア政治犯救援キ ャンペ‐ンのための葉

書作成、ニカラグア革命 4周年記念集会に参加、夏期

合宿の実施、反原発全国集会に参加、京大新聞にナ ミ



ビア会議の報告を連載、「反原子力の日」集会でナ ミ

ビアウランに関するビラまき。たくさんやったような

感 じもするが、たいしたこともできなかったという感

じの方が強い、 との報告がありました。

■ 大阪からの活動報告  こむらどニュース/61に掲

載 した活動記録にそ って報告 しま した。

各グループか らの報告の後、気分転換 もかねて、保

父楠原氏の遊戯指導でワークショップを しました。参

加者全員が保育園の園児になったようなもので、お遊

戯を して楽 しく遊び、大のおとなが日常生活では経験

できない体験をすることになりました。各自が色紙を

細工 して自分の思っているアフ リカを表現 し、それを

3つのグループに集めて統一テーマをつけるという遊

びは、実に楽 しかったっ保育園の園児以下の作品を集

合させ、それを大人の理屈でアフ リカにこじつける、

本当の園児が見れば何 といったことで しょう。

ワークショップの後、京都のグループが作成 した「

ニカラグア革命 Jの スライ ド上映 と、N氏 が最近撮影

した南アフ リカのビデオの上映がありました。

合宿の夜は、恒例のアルコールをまじえた朝 までの

交歓会。合宿が 6回 目にもなると、 しだいに新鮮味が

少なくなっていくようです。

2日 目は、 4人か らの基調報告および問題提議の後、

4つ のグループに別れて分科会を行ないました。分科

会形式は初めてのこころみで、旅館を出て喫茶店へ行

くグループ、海辺へ行 くグループ、旅館に残 るグルー

プなど、さまざまな場所で、かなりつっこんだ話 し合

いが展開されました。

最後に全体会を開いて、分科会か らの報告を聞き、

今後の活動について決めま した。

*「 日常の中か らアフ リカを考えるJ分科会 ――各人

が自分の生活を もっているので、なかなか考えたり運

動に参加 したりできない。 日常の中そ他人にアフリカ

を語るのはなずか しいが、,サ ロン的雰囲気を求めるの

ではなく、何かのキッカケで動きは じめたい。

*「 日本の差別 。アフ リカの差別」分科会 ――在 日朝

鮮人・韓国人と外登法の問題、国籍法の問題、結婚に

よる姓の選択の問題などが話 し合われた。また、身近

なこととして、喫煙者 と非喫煙者の関係が問題にされ

た。

*「 南ア・ナ ミアビ問題 と日本」分科会 ―― クルーガ

―ラン ド金貨やアップルタイダーなどが日本で売られ

ている問題について、いま自分たちに何が出来るかを

話 し合 った。パ ンフを作成 したりしてヽ運動を広めて

いく必要がある。

*「独立後のアフ リカJ分科会 ―― テーマに対する各

人の受けとめ方がちがっていたが、日本人の側か らア

フ リカの独立をみた場合 として、独立とは何かが話題

になった。独立は、すべての問題の解決ではなく、出

発点にす ぎない、との認識で全員が一致 した。

今後の活動については、次のようなことが確認され

ま した。

① 85年用カレンダーを発行する (東 京が担当)。

② 南アの政治犯釈放キャンペーンのための葉書を作

成する (京都が担当)。

③ 各グループから具体的提案があれば、互いに協力

し合う。

④ 」AACの 性格、位置づけについて、次回の全国

合宿までに各グループで話し合っておく。

⑤ JAAC全 国合宿の会議中は禁煙とする。

⑥ 85年 の全国合宿は、 9月 下旬に蓼科高原めペンシ

ョンで開催する。運営は大阪が担当する。

今度の合宿は、時間が短かく、まとまりに欠けまし

たが、日本における反アパル トヘイ ト運動のステップ

になったことは確実です。 (大島)
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今年の合宿予定会場、ペンション「 山ぼ うしJ



ネルソンマンデラたちを釈放せよ/
」AAC(日 本反アパル トヘイ ト委員会)の構成メ

ンバーでぁり、私たちの仲間として京都を中心に活動

している南部アフ リカ問題研究会が、ネルソン・マン

デラと南アフリカ (そ してナ ミビア)の全ての政治囚

の釈数を求める葉書キ ャンペーンを呼びかけている。

日本では、アパル トヘイ ト体制の最大の犠牲者であ

る南アフ リカ (そ してナ ミビア)の政治囚たちのこと

が、まったく知られていない。それをよいことに、南

アフ リカは金 (ゴ ール ド)ゃ ダィヤモン ド、最近では

新たにプラチナに代表されるイメージ、あるいは、す

ιぎらしい観光地 としてのイメージをふりまきながら、

日本 との関係をさらに深めようとしている。

私たちは、南部アフ リカ問題研究会が呼びかけてい

る葉書キ ャンペーンに積極的に参加することによって、

投獄されている政治囚を力づけるとともに、日本にも

反対運動が存在することをアパル トヘイ ト体制に知ら

しめたいと思 う。同封のキ ャンペーン葉書を東京の南

ア総領事館に集中されんことを、読者諸氏に切望する。

なお、さらに協力 していただける方は、葉書を用意 し

ているので当委員会 まで連絡 されたし。 (霜 )

ANC(ァ フリカ人民族会議 )か らの回状
 1983年 11月 21日

親愛なる友人たちへ

ご承知のように、1964年 6月 12日 、 リボニア裁判は、われわれの解放運動の最 も偉大な指導者たちに対す

る終身刑判決をもって終わりました。同志ネルソン・ マンデラ、ウォルター・ シスル、ゴバ ン・ ムベキ、 レ

イモン ド・ムラベ、エ リアス 。モツァレジ、アン ドリュー・ムランゲニ、アーメ ド・ カ トラダ、そ してデニ

ス・ゴール ドバーグ、彼 らは、すでに20年以上にわたって、アパル トヘイ トの獄中にあります。

我々の指導者の解放を求めるキ ャンペーンは、南ア国内で不断に続けられており、また国際的にも、ます

ます広範な支援を受けています。われわれANCは 、 リボニア裁判判決の20周 年が、南アのすべての政治囚
の釈放に向けた、新たな、そして断固 とした運動の年 となることを確信 しています。

1982年 8月 5日 、同志ネルソン・ マンデラの拘禁20周年にさい し、ANC議 長oo R.タ ンボが行ったネル

ソン・マンデラおよび全政治囚の釈放のための世界規模のキ ャンペーンを呼びかけるアピールは、大きなイ
ンパク トを与えました。A.Y.メ インタマ・ スレ閣下と国連反アパル トヘイ ト特別委員会か らは、 積極的支

援があり、また、イシ トワラン ドゥェのハ ドルス トン大司教は、全世界の数千の人士 によるネルソン・ マン

デラの釈放を求める宣言文を集められま した。世界各国に、フ リー・ マンデラ委員会がつ くられ、国際的な

請願キャンペーンに対する力強い反応が得 られました。

われわれANCは 、南アフリカの地区・ 地域 。全国で形成されてきたフリー・ マンデラ委員会によって始
められたこのキ ャンペーンが、より広 く国際的な支援を受けることを期待 しています。1984年 6月 12日 の リ
ボニア裁判判決20周年に国連本部で行なわれる式典は、国際請願キャンペーンの頂点 となるで しょう。ネル

ソン・マンデラおよび全政治囚釈放のための国際請願キ ャンペーンが可能な限りの支援を確保するための、
よリー層の努力を各国の団体に訴えます。 ANC国 際部 s.M01ifi

ジョリンコモ通信π 2(南部アフリカ問題研究会発行)か ら転載
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