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SOMA『C③ ls/atンしング解硝句
一二人絶 二表闘 争の 力強 い 緩繁 基屯 一

“ダルエスサラーム留学記"で おな じみの根本利通 さんが、タンザニア 「デ

リー・ ニュース」 (1985年 1月 8日 付)か ら、 SOMAFCO(ソ ロモン=マ

シャング解放学校、本文中はソロモン・ マシヤング・ フリーダム・ カ レッジ)

かんす る記事 を翻訳 して送って くれ ましたので、掲載いた します。

今 日は 1960年以来、プ レトリア人種主義政権

によ り禁止 され、亡命 を余儀な くされている

解放運動、南ア フリカのア フリカ人民族会議

(ANC)の 創設73周 年である。タンザニア

国営通信のアナ クレッ ト・ ル ウェガユラ記者

が、アパル トヘイ トに対す る聞いを支える運

動の後方基地の活動 を報告す る。

亡命という状態にありながら、タンザニアのモ

ロゴロ郊外にあるSOMAFCO共 同体のメンパ

ーは、すっかりくつろいで自由な南アに向けた

「戦い、生産 し、学ぶ」という3つの任務を実行

している。SOMAFCOは 、プレトリア人種主

義政権に、闘って逮捕され処刑された若きウムコ

ント・ ウェ・シズウェ (ANCの軍事部門)の戦

士、ソロモン・マシャングに因んで名付けられた

教育施設プロモン・ マシヤング・ フリーダム・カ

レッジの略称である。サイザル農場の跡地に1979

年、学校の建設が始まって以来、現在に到る目を

みはるようなこの地における進歩は、共同体のそ

の任務を達成するための献身 と決意 を証明してい

る。

ANCの 保護下にある南アの自由戦士たちの言

葉では、教育、生産の総合事業であるSOMAF

COは、民族の完全な解放闘争の重要な後方基地

である。その訓練計画は聞争をより効果的にする
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ため立案されている、と学校長であるモハメッド・

ティクレ同志は語る。

全人口約1500人のSOMAFCO共 同体の大多

数は子供、若者である。彼 らは、30年前南アの抑

圧された民衆によって宣言された自由憲章を厳密

に追求する、典型的な新しい世代であることを誇

りに思っている。

101ヘ クタールの敷地に設立されたこの学校は、

実際には1977年、アパル トヘイトに対するソウェ

トの黒人学生蜂起に伴う、タンザニアヘの最初の

亡命集団が流入 した時から始まった。彼 らはとり

わけ、既に二流である彼 らのバンツー教育体制へ

の授業用語として、抑圧者の言語であるアフリカ

ーンス語の導入に対 して反抗 したのだった。

「とてもよくSOMAFCOは 発展 している。」

とANCの タンザニア地域政治委員である、アー

サー=シ ドウェシュ同志は語る。学校長に対する

運営面での主任顧間、共同体の一般福祉担当者で

もある彼は、このセンターの設立以来、ANCの

戦士の質さえも向上 したと断言する。

この施設が完成 したあかつきには、目標2500人

の学生の入学を収容可能とするための寮、教室や

他の基本的施設の建設は続いている。公式のオー

プニングは来年半ばに予定されているが、建設工

事はその後も続けられるだろう。

現在、7‐ 18歳 の年令の約230人 の中・高校生 と
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200人 近い6年制の小学生が通っている。3-6歳の

年齢の約 100人 の子供はSOMAFCO幼 稚園に

通っており、多 くの乳児は共同体の保育所で面倒

を見られている。SOMAFCOの 学生共同体は、

南アから直接きた者と、長期にわた り、「前線諸

国」や海外で亡命 しているANC活 動家の子供か

ら成 り立っている。

主にその背景や経験によって政治的理解が多様

であるため、学校は、解放闘争の歴史を教え、政

治的討論や世界の事件の検証を通 して、学生に、

闘争の批判精神のある評価や、世界的な事象の流

れの中での南ア革命の戦略を与えようとしている。

SOMAFCOの 発展に関する最近のANCの

報告は、次のように認めている。「学力的に、多

くの者はバンツー教育に毒されて劣悪で,特に自

然科学と数学においては、以前に受けた教育では、

彼 らは何の可能性も与えられていなかった。」英

語が授業用語であるが、学校に到着 した時には、

学生や子供たちは、ズールー、ツト、コサ、ポル

トガル、スワヒリ、ニヤンジヤ等、多 くの言葉を

話 していた。しかし時の経過とともに、学生たち

は新 しい共通語である、スワズールー語 (Kis,a

Zulu)を 生み出している。 (事 注 1)

SOMAFCOの リーダーは社会的な成長に力

点をおいた全般的な発展から強調されるべきだと

主張する。さらに、責任感、協力・助け合い・個

人的及び集団的清潔さ、自己 。他人・財産の尊重

等々の概念といった価値、道徳を教えようと努め

ている。

1960年、ANCを 非合法化することにより、南

アの人種政権は、反アパル トヘイ ト運動を終わら

せ、その非人間的な体制をかき乱されずに永続化

させうると錯覚 した。しかし翌年、ANCは 地下

へもぐり、12月 16日 、人種主義政権に対する武装

闘争を宣言 し、その活動家に対外との連帯を組織

するよう指示 した。

勝利は未だ見えてこないが、人間の尊厳と平等

とい原則に立つ全ての人々は、そして冷酷なボー

ア人自身す ら、今やANCが 南アにおける基本的

人権のための闘いの中で、優位にたちつつあるこ

とを認めている。ANCは 73周年を以前にもまし

て強 く記念する。しかしながら、南アの抑圧され

た民衆が最終的な勝利をつかむために、外部から

の断固たる政治的、精神的、物質的そして外交的

支援が要請される。

ANCに 対する支援を更におし進め、タンザニ

ア政府がモロゴロの北約60キ ロのダカワ地区4046

ヘクタールを、ANC開 発センター設立のため提

供した。南ア国内の解放闘争は抑圧された民衆の

あらゆる部分により強化された新たな高まりを見

せており、ポーア側もその残酷さを増すだろうし、

民衆の国外脱出も続 くだろう。

ダカヮ地区において、ANCは これらの犠牲者

のために、しかし彼 ら自身の努力を通 して、10の

村落群を計画 している。センターは職業副1練の上

に、農業や小規模工業の発展のための施設を提供

するだろう。それぞれの村から約 1キ ロ離れた地

区の中心には、病院、運営本部、職業訓練センタ

ーといった共同体の主要施設が建設される。職業

訓練センターの建設は既に始まっている。

計画されているダカワANC開 発センターの主

要な目的は、大規模な穀物栽培、家畜飼育、園芸

による自助努力である。栽培される穀物は、とう

もろこし、雑穀 (ソ ルガム)、 ひまわ り、さつま

いも等であり、家畜飼育は肉牛、家禽、うさぎ、

豚等である。センターの予想される小規模工業経

営は、村落共同体の農業活動と結びつけられ、更

に実行可能とみられる石けん製造、家内工芸、木
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工、皮革工業等の試みも含まれている。これ らの

活動は、現在、 SOMAFCOで 盛んに行なわれ

ている同種の事業、即ち豚、家禽、肉牛、山羊の

飼育さらには木工、石工、洋裁が広まっているの

だが、それを多少なりとも補強することになろう。

学校は、全共同体の年間消費需要をはるかに上廻

る、3000ト ンのとうもろこしの収穫 を記録 した。

SOMAFCOと ダカヮ職業訓練センターは、

アフリカで最も長い歴史をもつ政治組織の一つで

あるANCの 視点をはっきりと示 している。即ち、

教育は基本的人権を求めて闘う民衆のきわめて重

要な武器であるという視点。こいうわけで、AN
Cの戦士たちにおける教育といものは、闘争の単

なる一部分というだけでなく、その運動の強化に

運動 している。ANCに 関する明確な認識をもた

ずに南アを離れた多 くの戦士たちは、このセンタ

ーでそれを得た、とシドウェシュ同志は指摘する.

「今や、彼 らはなぜ、そしていかに我々が戦って

いるのかを知っている。」という。

ダカワ地区はまた、SOMAFCOに 入学を希

望する新着の学生に対する人間センターとしての

役割も果たすことになろう。そして実際、 1月 14

日に学校に加わることになっている新入生の集団

の学力判定とオリエンテーションがダカワで今、

行なわれている。

タンザニアでの開かれた安息所の生活ではある

が、敵によって企まれる絶え間のない、さまざま

な陰謀に対 し、若き亡命者たちが、いかなる程度

にせよ用心を怠るようにしむけた りはしない。国

際帝国主義者の支援 をえて、プレトリアの手先は、

タンザニアヘの本物の難民の中にときどき侵入す

る。しかし、アパル トヘイ トに対する闘争を傷つ

ける前に、彼 らは常に見破 られている。タンザニ

ア政府のSOMAFCO駐 在代表のパーナー ド=

チェジ同志によれば、共同体の安全を保障する必

要なあらゆる手段が、 日夜 とられている。今年 1

月 1日 より、共同体の全メンバーはそれぞれ身分

証明書を携行するようになり、また共同体の敷地

外への外出にも運動の許可がいるようになった。

駐在代表事務所は、政治、安全保障、文化的なこ

とに関する全ゆる事柄について、政府とANCの

間を調整 している。

1985年の早い時期の第 3回亡命、民族諮問会議

(● 注 2)に 向け、ANCが 自ら奮起しようとし

ている時、南アの民衆がアパル トヘイ ト政権を屈

伏させ。自由憲章のもとに正義の国家を建設する

ことを可能にするため、国際的支援がなおいっそ

う活発化することが望まれる。

●注 1-一特に小さい子供たちはタンザニアで生

まれたり、タンザニアでの生活が長かった りして、

スワヒリ語の環境になじみ、ズールー語との合成

語を生み出している。しかし学校内でズールー語

が特に優勢ということではなく、南アの大都市で

は、ズールー語、コサ語、ソト語等、お互いに理

解 し合うのが普通。「部族」的な統計はない、と

いより否定的に語られる。会議などは英語でなさ

れることを強調 していた。

中注 2-一第 1回は1969年 (タ ンザニアのモロゴ

ロ)、 第 2回は1971年 (ザンビアのルサカ郊外)

に開かれている。世界中に広がっている亡命者の

地区毎に、中学生以上老人に到るまで参加 して、

それぞれ討論を重ね、代表を選び出して集まる、

いわば草の根民主主義的な会議である。ANCの
執行部が、民衆に諮問 して、その声 を汲み上げ、

今後の方針を決定 してゆく重要な会議のこと。そ

れが14年ぶ りに開かれるのは、どういう意味、背

景があるのか聞いたところ、ANC内 部の組織的

な問題が片付いて態勢が整ったこと、南ア国内の

運動の尖鋭化、状勢の変化とANCの 方針とのパ

ランスをとるためという答えがあったが、具体的

なことは聞かなかった。
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**********************
*S()MAFCO    *
*      32キ 髪 _メ ,セ ー ジ *
**********************

り前、お母さんが「アフリカヘ学用品をお くろう」

と言う新聞の記事を、きりぬいてきて くれました。

四年五組のみんなで話 し合ったけっか、「お くろ

う」ということになったので、家から学用品をも

ってきました。みんなで10円づつだ して、送 りま

す。、アフリカの子どもたちに、送 ってあげてく

ださい。 (広島市、安東小学校四年五組)

,私たちは、アフリカの難民の子たちに少 しでも

協力できればと思い、生徒会を中心に学校全体で

文房具品を集めました。アフリカの子たちに、一

日もはや く幸せな日が来ることを祈 っています。

(岡山県浅 口郡、寄島中学校生徒会)

,私は中 3の女の子です。ささやかですが、私も

協力させていただきます。SOMAFCOの 学校

には私 と同 じくらいの子供たちもた くさんいると

思います。どうぞ、使って ください。

(広島市、増尾歩)

,昨年 H月 27日 の読売新聞をみて、南アフリカ難

民の子供たちに学用品を送るキャンペーンのある

ことを知 り、少 しでも協力 しようと思いまして、

ここに文具品を同封 しました。 (高松市、匿名)

,私は、大学四回生の女子です。近頃は、特に先

月は「アフリカ月間」ということもあって、アフ

リカの食糧難に関する記事をよく目にするように

なりました。そんな中で、先 日の読売新聞の記事

は、私にとって新鮮な訴えに思われました。「食」

の部分だけがあまりに大きく取 り上げられすぎて、

他の部分がなおざりになっているという指摘は、

心に深 く突き刺さりました。今 日、同封 したもの

は、すべて家のひき出しの中で眠っていたものば

か りです。お役に立つことができれば倖いです。

(滋賀県甲賀郡、望月明美)

り子供達 といろいろと話 し合いました。三人の子

供は、まだ小学生ばか りですが、先 日もアフリカ

難民の話を学校の先生よりきいてまいりました。

とても感動 して、ぉ小使いをためていたのをみん

なで寄付 したところです。今の恵まれた生活を反

省 しながら、何かのお役に少 しでも立ちたい、そ

して子供達にも、こういう地味な度量をくこれか

らの人生に生か してほしいと願 っています。子供

達も、お小使いを出 してくれました。少 しですが、

お送 りさせていただきます。

(寝屋川市、那須靖子)

こりましめ …

皆 さんとSOMAFCOと の直接的な交流

の方法を考えてきましたが、その手始めとし

て文通を呼びかけることになりました。AN

Cの了解も得ましたので、次のように行いた

いと思います。

まず、自己紹介と、SOMAFCOの 学生

との文通を希望する理由を書いた手紙 (英文)

を当委員会にお送 りください。こちらで一括

してSOMAFCOに 送 ります。その時、文

通を希望する相手の条件があれば、例えば、

男女別、年今などを別紙でお知 らせ ください。

最初から直接に出していただ く方法も考えま

したが、SOMAFCOで 混舌Lす る可能性が

ありますので、~括にしました。 したがつて、

切手は不要です。相手から返事がきて以降の

文通は、直接に行っていただきます。

手紙は、支援物資 と同様、次の住所までお

送 りください。

こむらどアフリカ委員会 東大阪市若江南

町 1-6-3 下垣気付

5月 末 日までの分を第一次 として発送 しま

す。
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指織問題o弓られもそ

僕は1951年生まれの在 日朝鮮人三世である。外

国人登録証への指紋押捺 を定めた外国人登録法が

施行されたのは1952年で、僕が一才になる前のこ

とだ。僕が生まれたとき父親は「成 日」という本

名のほかに「秀雄」という日本式通名をつけた。

父は「金山」という日本姓を使っていたので、僕

は「金山秀雄」という名前を事実上の本名 として

育つことになる。十代なかばまで朝鮮で育った一

世の両親は、そのことを日本社会で生きていくた

めの方便として割 りきることができるだけの朝鮮

人たる内実があったからこそ、子供達の日本式通

名を与えることにさほどの抵抗を感 じなかったの

かもしれない。

だが二世の僕にとって、その方便は方便たりえ

ず、僕の意識の在 り様 を決定ずけてしまったのだ

った。「金山秀雄」は日本人でなかればならなか

った。僕にとってオフクロの味とは、ニンニクと

唐辛子をたっぷ りと使う朝鮮料理だった。だが学

校 (日本公立学校)へもっていく弁当のおかずに、

そのオフクロの味がつまっていたりすると、楽し

いはずの昼食の時間は、一変して息苦しい緊張の

時間になってしまうのだった。僕は弁当を包んで

きた新聞紙を周囲に立て、クラスメー ト達の視線

がおかずに届くのを注意深く避けなければならな

かった。こぎれいに詰められた友人達の日本食の

おかずは僕のあこがれだった。オフクロの味が弁

当に詰められていないかどうかを点検することが

朝の日課となり、自分に与えられた朝鮮的なるも

の、食文化というそのまことにわずかな領域さえ

否定 しようとしたのだった。真剣に日本人に生ま

れてきたかったと思った。日本人でもないのに日

本名 を名乗ったがために、当然の結果として朝鮮

的なるものはすべて否定されねばならなかった。

そんな′も、うであった僕が日本名を捨てたのは高

専へ入学 したときである。中学の卒業式を終えた

あとのある日、高専から電話がかかってきた。書

類に本名と日本名が併記 してあるがどちらを使う

のかという問い合わせであった。今でも覚えてい

るが、電話を受けた僕は、ちよっととまどったあ

と、二階にいた兄に相談した。兄は「どうせやっ

たら、ええ機会や し、もう本名でいったらどうや」

とい返事をよこした。僕は「それでは、金のほう

にしといて下さい」と答えて電話を置いた。まこ

とにあっけない決断であった。いま考えても何故

そんな返事ができたのか自分でも不思議に思うく

らいである。しかしそのあっけなさとは無関係に、

僕は新しく始まった学校生活で、それまで味わっ

たことのない解放感を経験することになる。もう

三度と昼食が息苦 しい時間となることはなかった

し、好きになった女の子がもし僕が朝鮮人だと知

なぜアフリカ関係をあつかっているはずのこのニュースに、指紋押捺の問題を

載せるのでしょうか。それは、在 日外国人を排除 し、管理する日本の制度 を許 し

ておいて、南アフリカのパス法をふ くむアパル トヘイ ト制度を非難したり、反対

したりすることはできないと思うからです。今回、このニュースのために「がら

くた茶房 どるめん」の金成 日三んに書いていただきました。実際にこの二月、

指紋押捺 を拒否された金さんの文章を、是非お読みください。 (」 UN)
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ったらどうしょぅかと思い悩むような必要は無 く

なったのだった。だが偶然のなりゆきで本名 をと

りもだしたからといって僕の中に朝鮮人たる内実

はからっぽでぁったし、また一方では、就職とい

う新たな問題が現実のこととして浮かび上がって

きていた。

外国人登録証との出会いは十四才のときである。

中学二年生のとき、僕ははじめて切替交付を受け

るために宝塚市役所へ出かけた。 (十四才までは

親が代行。現在は十六才まで。)よ く晴れた日だ

つた。ひとり授業を抜け出し市役所へ向う僕の気

持は不安で重かった。はじめての指紋押捺。帰 り

道、僕は涙 ぐんでいた。なんで僕だけこんなこと

をせんといかんのや !

だが、ことはそれだけで済まなかった。僕はそ

の日、写真をもっていっていなくて、たしかその

日が土曜日で、日曜日をはさんで月曜日に写真を

もっていき交付を受けたのだった。とこらが月曜

日はすでに申請期限を過ぎていたのだ。窓口でそ

のことは何 ら問題にもならず、それが外登法違反

であったことをのちになって知 らされることにな

る。

それから二年近 くたったある日、宝塚警察所の

刑事が二人やってきて、外登証の切替が申請期限

を過ぎてしまっていたことについて聞きたいので

出頭 してもらいたいというのだ。晴天の露震であ

った。窓口でいささかの指摘さえなかったことで

今頃刑事がやって くるなんて。僕はしかたなく警

察へ出向いた。三階の取調べ室に通され調書をと

られたのだった。

今では、このでき事が、極めて政治的な意図を

もって行なわれたものであ り、おそらく父が民族

団体に関わっていたことと無関係ではないだろう

と考えている。僕自身が民族運動に関わ りをもつ

ようになってから知るようになった警察のや り口

からしても、そう言いきってさしつかえないと思

う。外登法で言っている「外国人に対する公正な

管理」の実態とは、在 日外国人の圧倒的多数を占

めている朝鮮人を治安の対象とみなし、そのため

の管理を外登法を使って日常的にできるようにし

ているところにある。指紋採取、外登証の常時携

帯義務、および官憲に対す る塁示義務、違反に対

する重罰規定。

高一の頃の僕にとって、外登法の本当の恐さを

知る由もなかったが、この事件以来、外登証はそ

れこそ肌身離さずもって歩かなければならない唯

一の持物となった。恐怖感をもってたたきこまれ

たのだった。

出入国管理法案がはじめて国会に上程されたの

|ま
69年のことで、僕が高三のときであった。日本

中がベ トナム反戦運動や入管法反対闘争で騒然 と

していた。在 日朝鮮人の民族団体はこぞって反対

闘争に立ちあがっていた。

反対 ビラは、法案の反動的本質を非常な危機感

をもって指摘 し、断固粉砕を訴えていた。人管法

案には法務大臣が在 日外国人の活動範囲をまった

くの自由裁量で指定することができる「遵守事項」

ピるめんあ茶の間導 0年月2年 Bぐに)
rキ

旨紋キELの 思想 J生成a(樫り み。O Phヘ

攣凸上鰊ムリ.7●On(Fり
"付

)

が、くた茶鳥『どもあヽ に■.(セ1.哺坪́ LL7 1 3)

・3R鳴 自身で門諄5も tこにfレ 征ごにoあ 記ぜ可。こtごわ。こ:
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や、日本の国家機関が決定 した政策に反対する活

動を封 じこめるための中止命令を出す ことができ

る条項、そして違反者に対する厳 しい罰則などが

盛 りこまれてぃた。

僕はおぼろげながら暗い時代の到来 を予感 して

いた。そんなとき、学校の友人二人がデモ中に逮

捕され、それを理由に退学処分を受けてしまった

のだった。そのデモは反戦、反入管法案を訴える

ために行なわれたものであった。彼 らの処分撤回

に為すすべをもたなかったことなどで僕は落ちこ

んだ。やっと四年生に進級 したものの、もうほと

んど学校には行かず、前期試験のとき、ハングル

文字で氏名 を買いた自紙答案を出して、ささやか

に抗議の意志を表わ したりもしたが、結局退学 し

てしまった。朝鮮人の就職に関 してほとんど期待

をもたなくなっていたこともあった。

退学後、空自の時期を一人間々と過 した。その

暗海とした状態をぬけだすきっかけとなったのは、

AALA文 学の会を通 じて知 り合うようになった

同胞達との出会いであった。のちに彼 らとともに

7・ 4会というサークルを作っていくことになる

のだが、同じ時期、僕は申京換君という青年の強

制送還阻上のための支援運動に関わることで、在

日同胞の置かれている立場を鮮明に理解 していく

ようになる。そしてそれまでの何よりも僕のその

後の生き方に決定的な影響 を与えたのは、同胞青

年による民族運動 (在 日韓国青年同盟)と の出会

いであった。運動 と多 くの仲間達とのお、れあいを

通じて、自分の中に朝鮮人 としての内実が満たさ

れていくのを実感 した。長かった自己否定の トン

ネルをやっと抜けだし、朝鮮人である自分をおお

らかに肯定できるようになっていった。僕は、ア

メリカの黒人たちの BLACK IS 3ElUTIFULと いう

叫び声を連帯の思いで聞いた。

しかし、それはまた僕および在 日同胞総体がい

かにおとしめられてきたかといことを怒 りをこめ

て自覚することであった。いま少 し踏みこんで言

うなら、みずからの人間的解放が朝鮮民族全体の

解放と分かちがたく結びついていることを知って

いくプロセスでもあった。

指紋拒否という行動をそのような脈絡に位置づ

けてみるとき、それはおのれを踏みつけにしてき

たものへ向けた静かなる抗議行動であり、力で従

わせ られることを拒否する、不服従の意志表明だ

といえる。

指紋制度の撤廃をめぐる攻防が山場を迎えた現

在、指紋 をめぐる論議は、指紋制度そのものの是

ブドを問うものとしてなされるのはもちろんのこと

としても、その制度を与えてきた日本のJF外 。同

化主義の実相 を明るみにひきだし、その歴史的清

算をも迫るものとしてなされるべきである。しか

も、それは日本人のみにつきつけられるものでは

なく、別の意味において在 日同胞にも厳 しい問い

としてなされるべきである。たとえば、「解放後」

40年 を経た現在、本名を名乗っている同胞がどれ

ほどいるのか。悲 しい現実だが、その原因が日本

社会の偏見と差別にあるというなら、F.● みつけに

されている人間がまずもって抗議の声 をあげるベ

きである。そしてそれは、朝鮮人である自分の正

体を明らかにすることでしかなしえないのだ。指

紋問題は在日朝鮮人の生き方を問い、やられてき

た側における歴史的清算という課題をも、合わせ

て提起 している。

(が らくた茶房 どるめん店主)
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ダルエスサラーム
大学留学記 Ci

根 本 利 通

JambO。

お元気ですか

」ambo! お元気ですか。

新年明けましておめでとうございます、という

ところでしょうが、当地は赤道直下とはいえ南半

球 (南緯 7° )、 今が暑い盛 りです。といっても

最高気温はせいぜい32～ 33・ くらいですから、日

本でも想像できる暑さなのですが、午下がりの日

射 しがさすが熱帯と感 じさせる強さです。それと

クリスマスは祝日なのですが、元旦は5年 (?)ほ

ど前から祝 日でなくなり通常通 り、大学も12月 31

日から3学期が始まるといことで、とても正月気

分にはなれません。大晦日の夜から元旦にかけて、

刺激を求めて町へ出たのですが、新年になった瞬

間にナイ トクラプで歓声があがったくらいで、い

つもと変わりありませんでした。

さて、12月 に3週間休みがあり、ザンジパルに

でもサファリに出て、そのことでもこの便 りに書

こうと思っていたのです。ダルエスーー ザンジバ

ル間に就航 している2隻の船のうち、 1隻 (マ ピ

ンドゥージ)は当時日本で修理中で、動いている

1隻 (マ エンデレオ)が入港するという前日、切

符を求めて船会社に行ったら、故障で 2週間動か

ないといわれ、がっくりしました。飛行機も日に

何便かは飛んでいるのですが、クリスマス休みと

重なり、まともにやったら、まる 1日 並んで、 2

週間先の切符がとれればいい方。更に切符が運よ

くとれたとしても、ATC(エ ア・ タンザニア・

コーポ レーション)は、タンザニア人に言わせる

と、工二・ タイム′キャンセレーション (any

time cancellation)と いうことで、欠航、オー

パー・ プッキングはごくごく日常茶飯事。空港ま

で行って、空 しく帰ってくる人が多いのです。一

つには保有機数の絶対的不足、更に整備不足のた

めか故障が頻発するし、12月 には数少ないうちの

1機が試験飛行中に墜落 してしまう始末。もう一

つは新 しくオープンしたシテイ・エア・ ターミナ

ルとATCの 本部との電話線が不通で、その2つ

のビルの間を人が往来 して連絡 しているといいま

すから、オーパー・ プッキングが起こっても当然

といえば当然。ある友人がタンガーーペンパーー

ダルエスという飛行機にペンパから乗るつも りで

予約 して待っていたところ、「パイロットが疲れ

ているから、ベンパによらずダルエスに直行する。

」とキャンセルされ、別の便に′S、 り替えるよう要

求 したら満席といわれ、しかしワイロを使った他

の人々はどんどん席をとり、彼はATCに 勤めて

いる友人に電話 したりして数時間粘った後、やっ

と券を手に入れ、飛行機に乗ってみたら、まだ空

席があったという笑えない話があ ります。

空路のみならず陸路も同じことで、鉄道は 1等

も2等も lヶ 月以上先まで満席。パスもクリスマ

ス休みの頃は予約を入れるのが全 く難しく、例え

ばダルエスーー アルーシャのパス運賃は 259シ ル

だが、それが 700～ 1000シ ルで売られているとい

うのが「デー リー・ ニュース」の記事に載ってい

ました。つまり、バスにせよ鉄道にせよ飛行機に

せよ、この時期はまともにやったら切符は手に入

らないのです。正規料金の 2～ 3倍払う資力があ

るか、さもなくば、ATCな り鉄道なリパス会社
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に親戚、友人がいることが必要条件なのです。こ

うした交通手段の貧困は、交通条件の悪化からく

る外資不足による、ガソリン不足、スペア・パー

ツ不足による車両の減少、道路の悪化等々による

もので、私が旅 した 9～ 10年前と比べてはるかに

悪化 しているようです。もちろん時期と場所に恵

まれてスイスイと旅 した人の話も聞きますが、そ

れはやは り例外。金はなくても、時間と体力と気

力がたっぶ りある人には、アフリカらしいといえ

ばアフリカらしい、けっこうおもしろい旅ができ

ても、予定をもった旅は難 しいところでしょう。

といぅたわけで、半年以上、ダルエスの外へ出

たことがないのです (6月 末にキルワヘ 1度行っ

たきり)。 本来、旅好きのつもりでいつもサファ

リを夢みているのに、動かなくなったのは、年と

って臆病になったからで しょうか。だから、まだ

まだタンザニアのことをどうこういう知識も資格

もないのです。

そこで、大学の中のエピソー ドを2つ 3つ。新

年の 1月 5日 に歴史学科の小旅行でバガモヨに行

ってきました。これはつぶれていたタンザニア歴

史学会の大学支部がほぼ10年ぶ りに再建されたの

を記念する事業で、歴史学科の教官、大学院生、

学部生、秘書等々、65名 が大学のパスで出かけま

した。パガモヨはダルエスの1ヒ西約70キ ロのとこ

ろにある、小さな漁師町ですが、19世紀末にダル

エスサラームが開港するまで、重要な貿易港とし

てとりわけ悪名高い奴隷貿易の積出し港として栄

えました。かのリヴイングス トンが上陸したのも

この港です。

私は実はもう2度ほど行ったことがあるのです

が、ただだといことと、バガモヨの手前 5キ ロに

あるカオ レ遺跡にも寄るということで参加 しまし

た。当日は文部省の考古学担当官がガイド役を努

め、精力的に案内して くれました。カオレ遺跡に

は13～ 18世紀にかけ、建築、放棄t再築のくり返

されたモスク、墓、住居跡が残っていました。ガ

イド氏はいわゆるスワヒリ海岸の歴史を文献史料

の名をあげながら延々 1時間半も説明 してくれま

したが、アラブ、ペルシアとの交流にもアフリカ

の独自性を強調していました。特にキルワ (タ ン

ザニア南部海岸にある東アフリカ最大の都市国家

遺跡)の大モスクは、いわば東アフリカ様式 とい

うべき建築技術だといっていました。私にとって

は特に新 しいことでもなかったのですが、友人の

大学院生 N氏は「新説だ」と笑っていました。

パガモヨ (3aga■oyo)の名は、これもよく言

われていることですが、スワヒリ語のB,aga moyo

からきています。B,agoは 「おろす、なげ捨てる」、

口oyoは 「心」の意。一般に 2つ の解釈があって、

1つは、ここから積み出された奴隷たちの嘆きか

らきていて、つまり遠い異郷に運ばれようとも、

我が魂は愛するアフリカの大地に残す、の意味だ

とする説。 2つ めは、奴隷や象牙等をザイールや

タンガニーカ湖畔から運んできたキヤラバンのポ

ータニたちの喜びからきていて、つまり長い困難

な旅の果てにやっと終点にたどりついて、解放感

を味わう、心の重荷を投げ捨てるの意味だとする

説です。どうも後者の方が有力のようですが、例

のガイド氏は両説とも挙げましたし、N氏も「ど

っちもありうることだ。」といって、余 り気にも

とめていませんでした。そういった `起源探 し'

は日本的、あるいはヨーロッパ的好奇心でしょう

か。_

ヨーロッパ的好奇心 といえば、パガモヨの観光

名所に、奴隷市場というか奴隷をつないでいたと

いわれる所があります。しかし、ガイド氏にいわ

せると、単なる建物の礎石跡で奴隷市場などとん

でもないということです。つまり、奴隷はザンジ

パルに運ばれて市場にかけられてのであって、パ

ガモヨではただ積み出しを待つだけ。奴隷商人た

ちがそれぞれの家の屋根裏部屋や倉庫に置いとい

たので、市場など必要ないというわけです。私も

N氏も奴隷市場だと単純に信 じていたので顔を見

合わせました。

パガモヨでの昼食が遅れて 2時半となり、皆空

腹を感 じていたので、やっと食にありつけいた時、

ウガンダ人の教官が「さあ、これで我々もエチオ

オピアから脱出できた。」と冗談をとばし、皆を

笑わせました。昼食はもちろん大学から運んでく
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るわけで、とぃっても弁当ではなく、パン、オレ

ンジジュース、ゅで卵、バナナ、肉と豆のかんづ

めを分配するわけです。 (推定 1人当り 100シ ル

以上 とかなりぜいたくなもの)。 バスから小学校

の食堂ヘダンポール箱をいくつも運びこむのは男

子学生がや りましたが、食堂内で、パンを切った

り、分配する時に、ある教官が「UWT(タ ンザ

ニア婦人同盟)!」 と呼びかけても、10名ほどい

た女子学生のうち動いたのは 3名だけで、あとの

女子学生は、教官や大学院生が食べ物を運んでく

るのを、おしゃべ りをしながら待っていました。

日本とは違う光景でした。

今、大学では■ヶ月ほど水が出ません。正確に

言うと lヶ 月間で私のいるビルで水が出たのは 3

回。近 くのビルで週に4～ 5日水が出るのでそこ

からか、あるいは日に 1～ 2回 くる配水車を待っ

てバケツで運びます。私が水運びをしていると、

友人が「おっ、低開発」といって笑います。毎年

3学期になるとこうだそうで、学期末試験 と相侯

って学生たちの苛々が高まります。悪いことに以

前は、水が出る時期は朝だったのに、最近は午後

だった り、夜だったりして、飲料水やシャワーに

はともかく、洗濯や掃除には不都合なのです。特

に、寮には洗濯のおじさんがいて、シャッ4シル、

ズボン6シルといった案配で、洗濯とアイロンか

けをして くれるのですが、ここlヶ 月というもの

朝、水がないから、おじさんは仕事にならんわけ

です。毎朝来ては水がないとわかると、ぽつねん

と昼まで坐っていて帰っていきます。私たちは夜

でも洗濯 しますが、このままいくと、おじさんの

家庭が干上がらないかと他人事ながら心配になり

ます。新聞報道によれば、日本政府の援助で大学

地区の水道の改良工事を1年内にするそうですが、

日本でもどこでもいいけどなんとかならんかな、

という気もちです。

まとまらない便 りになりました。タンザニアの

しんどい面が多 くなったかもしれません。私自身

が少 し疲れているのかもしれません。でも前にも

書いたように、これがタンザニアの実態だ、とい

っているではなく、タンザニアにはこういうこと

もある、と思ってくれれば幸いです。では、また。

(1985年 1月 21日 記)

●1タ ンザニア・シリングは肯定レー トで約14円。
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☆ 3月 31日 、阪急沿線にある園田のタコの山公園

で、「子どものフリーマーケット、宝物市」が開

かれました。これは、「遊び集団 どうぶつ村」

が主催 したもので、収益の一部をさいてソマフコ

を支援 しようという呼掛けが行なわれました。

そして、文房具 と現金も、 3,866円 も集 りまし

た。金額 としては、多いとはいえません。 しか し、

貴重なお金です。それは、今、百万円をポンと出

して下さる方があった としても、もし、そこにあ

るのが、施 しだけで、アフリカの人 々への人間的

共感がなければ、意味がありません。そうい う意

味あいで、子供達が、アフリカにも自分達と同 じ

く、勉強 している子供がいて、その人達のために、

自分の品物を売ったその売上げのなかから、お金

を出したということは、たいへん意義深いことだ

と思います。

このお金は、文房具の購入 とその輸送費の一部

につかわさせて戴きます。有難 うごさいました。

(N)

☆ 3月 13日 喫茶「どるめん」にて、どるめん主催、

テンベア企画で、『アパル トヘイ ト入門』 という

ちいさな集 りを持ちました。こむらどを代表 して

S氏が講師として参加、アパル トヘ イトの概要に

ついて、話 しました。後半はテンベアの Iが、南

アの音楽をテープとレコー ドで紹介いた しました。

20名 ほどが参加 して下さいました。いただきまし

たカンパは、ソマフコ支援に回 しました。

こういう、小さな集 りは、場所 さえ設定 して下

されば、どこへでも参 ります。詳 しくは、大阪市

旭区清水 5-7-17 岩崎気付け こむらど出

前係 :06-951-3868ま で。

又、他のグループも同様な活動を行なっていま

す。テ ンベア ●アフリカというグループでは、他

の地方及び文化面についても、扱 っていますので、

御連絡下さい。

テンベア ●アフリカ :豊中市東泉丘 3-36-2、

B-504 いす気付け

★★★★★★★★★★★★☆★☆☆★★★★★

痢扁委員を隻言己

連載中の「クルーガーランド金貨とアノウレトヘ

イ ト、そしてあなた」は、今回はお休みですが、

欧米諸国、とくにアメリカで、反アパル トヘイ ト

の運動、クルーガーランド金貨の不買運動が、多

くの人々によって繰 り広げられ、現に南アフリカ

のアノウレトヘイ ト政権 に大きな打撃を与えていま

す。日本でも頑張 らなあかんな、と思ってます。

この4月 6日 で、ソロモン・マシヤングが南ア

政府に殺されてから、 6年たちました。次号では

「ソロモン・マシヤング特集」をくみたいと思っ

てます。ご期待 ください。

それから、本誌 4ページの 「SOMAFCO支

援メッセージ」は、前号からのつづきです。どう

もありがとうございました。

最後なりましたが、根本さんのダルエスサラー

ムからの通信の掲載が遅れたことをお詫びいたし

ます。編集者側のせいで、桜も散ったころに、新

年の挨拶ということになってしまいました。

それでは、これからも、よろしくお願いいたし

ます。 (」 UN)

アンチ・アパルトヘイト ニユース
11-19東 邦同心町ビル3018

・ 発行 こむらどアフリカ委員会  〒530大阪市1駆同心2-
TEL(06)722-7266(夜のみ)
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