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(豊裁ヤー回)

アパル トヘイトってどんなもの ?こ う聞かれるとわかっているようでも、意外と説明できな

いものです。そこで、反省の意味を込めて、気の向くまま、手当たり次第に整理をしていきた

いと思います。何を取り上げたらよいかとか、苦情とか質問とか、いろいろとお手紙を下さい。

(アパル トヘイト再入門係まで)3回連載の予定で、内外の評判がよければ延長、悪ければ 3

回で打切りです.今回は、「パス」をあつかってみます。また、サウス・ アフリカン●アウ ト

ルックの1982年 11月号から、パス狩 りの被害者の話を要訳 して、紹介いたします。  (N)

南アにも外国人登録法があります。「パス法」

というやつです。

敗戦前、朝鮮半島では大 日本帝国の一員として、

日本語を強制され、朝鮮人としてのアイデンテ ィ

も、心も身体も踏付けにされました。そして、多

くの人々が強制連行されてきました。そして、終

戦となると、彼らには、何の断りもなく、日本国

籍を剥奪、大日本帝国の一員として日本に住んで

いた人々は、外国人となってしまいました。外国

人となるということは、彼らが、この日本で何の

権利も失うということです。何につけても、最終

的に決定できるのは日本人だけです。たとえ、 日

本で生まれ、育ち、韓国や朝鮮に 1人の知 り合い

すらなくても、法律を犯せば強制送還され うるの

です。

南アのアフリカ人は、まさに、この状態に直面

しています。南アのアパル トヘイトー人種差別一

の大きな特徴は、それが緻密に組立てられた政治

と経済のシステムだということです。そのなかで

も、重要な役割を果たしているのが、このパス法

です。

アフリカ人は、南アの国土のうち13%を居住区

としてあてがわれています。これが、バンツース

タンです。ここには、産業もなく、土地も痩せて

いて、生計をたてる術がありません。もともと、

バンツースタンは労働力をプールしておくための

奴隷収容所なのです。産業は白人地区一国上の87

%にその殆どがあります。そこで人々は、バンツ

ースタンを出て、自人地区に働きに出掛lす るしか

ありません。ところ力`、働きに出かけるには、バ

ンツースタンにある職業斡旋所に登録して仕事を

まわしてもらう以外の方法は、許されません。こ

れは、公営の日入れ屋で、白い南アが要求する人

手を集めるためのものです.したがって、あなた

がアフリカ人であれば、仕事も賃金も選べません。

斡旋所が誰と誰を送 り出すか決定するだけです。

斡旋所があなたを働き手として認め、あなたはパ

ンツースタンを出て、白い南アに出掛ける、この

時、持たされるのがパスというやつです。

南アでは、10才以上のアフリカ人は、全員、パ

スを持たなくてはいけません。パスを見ると、そ

の人の名前や年今ばかりでなく、どこに居ていい

か、税金を納めたか、どこで働いているか、何も

かもわかるようになっています。 1人の人間の存

在が塗込められ、つながれているのが、バス帳で

す.

パス帳には、あまりにた くさんの事項が書き込

んであるし、要求されることがあまりに多いので、

パス法を完全に守るというのは、大変難 しく、非

人間的なものとなっています.
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たとえば、あなたがアフリカ人だとして、どこ

かで、働いているとします。パス法の規定で、あ

なたは毎週、あなたの自人のポスのサインをもら

わなくてはいけません。その日、たまたまポスが

用事があったとか、あるいはあなたに腹を立てた

とか、とにか くサインをしなかったとします。そ

の日、パス狩りにあえば、あなたは刑務所送 りで

す。パス狩 りは、 しょっちゅう行なわれます。宿

舎であるホステルに帰っても安心はできません。

寝ているところを叩き起こされて、パスの提示を

要求されます。

パス法の特に嫌らしいところは、女性に対する

態度です。白い南アは、はっきり言ってます。

一 白人が必要とする労働力を必要なだけ提供す

る時だけ、黒人は、白い南アに居ることを許され

る。それ以外の時は、バンツースタンで生活する

べきだ。 一

パス法のもとでバンツースタン外に存在できる

のは、頑強な若い男達が主です。女はじゃま者、

労働力を再生産する存在としてしか何の価値もな

いのです。

具体的には、女である私と子供は、自人地区に

入ることは、ほとんどできません。だのに、夫は、

1年の内Hヶ 月は、自人地区にいるのです。仕事

は、自人地区にしかないのです。つまり、 1年の

うち1lヶ 月以上を家族が別々に暮すのです。もし、

私が幸運に自人地区で戦をみつけたとします。こ

れで、私は、自人地区に入ることができるように

なります。でも、働 くには、夫とバンツースタン

の係官の許可が必要です。夫が拒否すれば、それ

で終わりです。法律がそう規定 しているのです。

何もかもうまくいって、夫と生活できるようにな

ったとします。でも子供と同居できるという保証

はありません。それに、夫の身に何かあったり、

離婚したりすれば、自人地区からバンツースタン

に出ていかなくてはいけません.

パスによって、アフリカ人は、自人社会と、具

体的にアフリカ人が出会う個々の白人に隷従させ

られるわけです。そして、アフリカ人の女は、こ

のような男達にさらに隷属させられています。

自由であるべき人間の心にも体にもつけられた

鎖、それがパス帳です。このようなパス法に対 し、

アフリカ人たちは、もちろん唯唯諾諾と従ったわ

けではありません。女達は、パスの受け取 りを拒

否 したし、多 くの男女がパスを焼き、警察へ出頭

して逮捕されました。大規模なデモも行なわれま

した。このような抵抗運動については、次回に紹

介いたします。

パ ー 碁芋 り σ)言舌

金属製の ドアをたた く、大きな音が聞えた。そ

の時、私達は皆、ホステルで眠っていた。午前 4
時だった。「奴等」以外の何者でもないことは、

わかっていた。奴等は入ってくると、私達全員を

かりたて始めた。私達は外まで隊列を組んで歩か

された。そこには、警察の護送車が、私達を連行

しようと、20台ほど待っていた。寝惚けまなこの

男や女、子供たちはうとうとしていろところを掛

酌なくたたき起こされ、パス帳を提示させられて

いた。混舌Lの なかで、た くさんの人が必要なパス

を所持 していなかったので、隠れようとした。そ

の人達は、警官に警棒で殴られた。

妻はケープタゥンで私と一緒に生活 しようとト

ランスカイからやってきていた。不毛の地バンツ

ースタンでは得られない治療を受けるためだった。

奴等は、妻が病気がどうかなど気にもかけず、他

の人達同様に手荒 く扱った。男性と同 じくらい多

数の女性が逮捕されていた。私達はポールスモー

ルの監獄にはいるのは嫌だったので、それぞれ70

ランドの罰金をどうにか支払った。

私達は皆このようなやりかたに腹を立てている。

でも、何ができると言うのだ。私達は、いつでも

惨めな境遇で生きるということにされているかの

ように見える。私は、今では、パスを所持 してい

ないが、それは、私が労働力を提供 し続けてきた

結果なのだ。今や、私は年老いてしまい、すみの

方に投げ捨てられ、パス所持者でなくなったから

といって、警察に追い回される。この法律は、あ

まりに馬鹿げている。 (M訳 )
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資 料

パス法の運用と都市に住む女性へのアパル トヘイトの影響

南アで「指定された」地域―バンツースタン外

にアフリカ人が住むには、許可が必要なのであっ

て、権利ではありません。アラリカ人が都市に居

るのは、特定の目的のため、つまり産業部門の労

働力を提供するためです。アパル トヘイト法の多

くはこの指針にもとづいており、この結果1970年

以来、300万人の「余分Jと されたのアフリカ人

が都市部より追放されてきました。この人達の多

くは使い途がないと判断された女達です。

アフリカ人女性を都市部や指定地域外に置いて

おこうと様々な試みがおこなわれています。都市

部でのアフリカ人の行動を管理する法律と規則は

広範で複雑に入り組んでいるうえに、役人がきま

ぐれに無頓着に運用するため、ごくわずかの女性

しか、都市居住者となっていません。居住者とな

った者も日々「裏書き」される可能性に直面 して

います。「裏書き」されると、彼女達は故郷とさ

れている場所に、そこと何の絆もなかったとして

も、戻されるし、「追放」となると再定住キャン

プに送られます。(訳注 :「裏書き」とはパス帳

に赤インクでスタンプを押されて署名されること

で、48時間以内に立退 くことを命 じている。)

都市部に合法的に住むには「10条該当者」とな

ることです。これは1964年 にバンツー修正法にか

わうた1925年のバンツー (都市地域)統合法に基

づく資格です。10条 は指定地域に居るアフリカ人

にそこに住む権利を与え、彼または彼女がそこに

居られる条件を定めています。けれども10条はア

フリカ人が自人地区に住むことを「許可」 してい

るものの、彼または彼女の地位は永久的でも確か

なものでもありません。どの程度長 く住めるかに

ついて10条 の細目は次のように定めています。

10条 (a)は都市部で生まれ、かつ引続きずっと
住んできた人々を対象としています。だから、母

親が働いていた問 リザープの親威に預けられた子

供達はこの資格を失う場合があります.

10条 (b)は 10年 にわたって同 じ雇用主のところ

で働いてきた人々、または15年間続けてある地域

に合法的に住んできた人々を対象としています.

.6ヶ
月以上入獄すると資格を失います。

10条 (c)は 10条 aま たは bの妻で、合法的にそ

の地域に入 り、しかも夫と共に「正規に居住 して

いる」者を対象としています。女性が都市部へ入

るのは禁上されているので、男性が妻と合法的に

住むためによその地域から妻を連れてくるのは大

変難 しいのです。さらに加えて「正規に居住 して

いる」なる一句は、妻が既婚者にふさわしいと考

えられる地区に夫と住んでいるとみなされること

ですが、もし夫がホステルや雇用主の建物内の公

認の宿泊設備に正式に住むことになった場合には、

この権利を主張できないのです。

都市部に残るための理由を充分にもっている人

々でさえ、どんなに不安にさらされているかは想

像にかた くありません。というのは、様々な口実

で、女性の法的地位がなくなるかもしれないから

です。夫が妻を離婚 したり、捨てたり死んだりし

ない限りで妻は合法性を保ち得るのです。そして

妻自身も失業 したりして「怠け者」と格付けされ

ないようにしなければなりません。女達は10条の

規則を厳 しく押付けられて男達以上の辛苦にさら

されているのです。

たとえば、女性は72時間以上都市部に合法的に

立入ることができません。都市地域法 10条 の aま

たは bの資格を持つことのできる女性はほとんど

いません.他の地域で一時期をすごしたために資

格を欠 く人は多いし、そのうえ雇用の機会も女性

にはきわめて限定されています。最初に合法的に

街にはいるのでなければ、結婚 して何年になろう

と、彼女の地位は合法とされないのです。たとえ

ば、父親が資格を持っていることで該当者である

女性の場合、資格のない男と結婚すれば、父親と

の関係で持っていた地位まで失 うのです。かりに

夫が他地区に住んでいて、女性がそこへ移った場
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合でも、旧地区での10条 aま たは cに該当する資

格を失い、しかも必ずしも10条 cの新 しい資格を

得るわけでもありません。

それに加えて、「怠け者」と宣告する政府のや

りくちは、さらに多くの人々、とりわけ女性達を

無資格にする格好の手段となっています。そのた

めには、さまざまな理由がつけられ、たとえば、

15才以上、女なら60才以下、男なら65才以下の人

が働けるのに雇われていないと「怠け者」または

「望ましからぬJと されることがあります。その

うえ『認め得る』理由なしに職業紹介所が斡旋 し

た仕事を拒否 したり、半年に2つ以上、または 1

年に3つ以上の職場で働き始めて 1月以内に解雇

され場合には、当局によると「怠け者」または

「望ましからぬ」と宣告される理由となるのです。

合法であれ、非合法であれ、都市部に住んでい

る女性の生活は、都市在住アフリカ人向け住宅の

慢性的な不足によって、さらに複雑なものとなっ

ています。1988年 3月以来アフリカ人が都市部で

家を購入することはできなくなりました。アフリ

カ人にできるのは家を借 りることのみであり、ア

フリカ人所有の家は地方当局に売るしかなく、家

族が相続することはできなくなったのです。その

うえ、賃貸住宅を申込むことのできる者も限定さ

れていて、その地区に合法的に扶養家族を持って

いる21才以上の男性家長にしか住宅の申込の権利

がないのです.

賃貸住宅申込のために必要な条件も書類もすべ

て満たしたとしても、その一家は4～ 5年は待た

されるし、実際に住めるまでにはもっと長 く待た

されることになりますeその間、その一家は間借

人を置 く許可を持っている誰かの家に、さらに許

可を貰って、間借人として住むしかありません。

このような過密状態は日常生活を緊張 したものに

しています.

賃貸住宅の割当が得られたとしても、それで、

すぐさま家族全部が一緒に住めるわけではありま

せん.誰と誰が住むのか申込原本に載せた名前が

問題です。住居申請の時点で、子供達が学校へ行

つていたとすると、子供達は対象となっていない

のです。そこに名前の載っていない子供達は農村

の親類のところにでも住むことになるでしょう。

親たちがなんとか住居を得られたとしても、子供

達と一緒に住む許可は却下される場合が多いので

す.

女性は自分自身の権利で都市部に住んでいる場

合以外は夫に捨てられたり、離婚 したり、寡婦に

なったりすると、自分が住む家もなくしてしまい

ます。そのような女性達は扶養する子供がいて、

家賃が払えたとしても、家に残ることは許されな

いのです。成人した息子がいて彼女と同居すると

したら借家を引継ぐことが認められるかもしれま

せんが、そうでない時は一家は新 しく下宿を捜 し

て滞在許可をとるか、それともイヽ役人の割断で

「裏書」されてリザープヘ送られるかです。

離婚 した女性が自宅にそのまま住む許可を得る

には、離婚訴訟に際 して彼女に非がなく、子供達

を後見 していて、町に残る権利も持ち、家賃の支

払能力があり、しかも夫の方がその家を立退 くこ

とに同意 した場合のみなのです。夫はすぐに再婚

する場合は彼は新婦とその家に残るほうを選ぶで

しょう。賃賃住宅の申請資格もない人々にとって

の選択は、他人のただでさえ人でいっばいの家に

問借人として生活するか、入居可能な独身宿合に

入るかです。子供達は母親の所に問借人として同

居することはできないので、リザープヘ、もしそ

こに知り合いがなかったとしても、送 り返されて

しまわなければなりません。子供達と不法に同居

しているアフリカ人女性は常に発覚を恐れていま

す。さらにひどいことに、子供達を学校に登録す

るには、両親は「ピンクカード」を入手 しなけれ

ばなりませんが、それは名前を登録 してある子供

にのみ発行されるもので、都市部に不法に住んで

いる母親には入手不可能なものです。このような

情況は女性に夫への従属を過大に強いています。

「女性とアパル トヘイト」から要訳

南アフリカの黒人抹殺計画の財源―― クルーガーランド金貨を日本から追放 しよう/



予定です。

私は、生野区に住むオト愛子と申します。二児の

母です。私は、 3年前の1982年 8月 、指紋押捺を

拒否 しました。当時、子供はまだ六ヶ月をすぎた

ところで、私もやっと母親になることができ、同

時に、子供の将来のことを少しづつ考え始めてい

ました。

そんな慮ゝうにしていたところ、ある日、テレビ

のこュースで、ひとりの青年が役所の窓口で指紋

を押すのを拒否 し、抗議 している姿が目に入りま

した。私は、その時、どれほどおどろいたことで

しょう。なぜなら「こんなことができるのか ?!」

ということと、そして「私と同じ思いをしている

人がここにもいた !Jと いううれ しさで胸がいっ

ばいになって、その時のうれ しさはとても言い表

わされない程でした。私自身、それまで、全 く忘

れ去っていたことが、次々に思い出されていきま

した。

ちょうど、高校 2年の時、初めての切替えに行

った時のことです。大好きなクラブ活動、でも、

スランプにおち入っていて悩んでいた時に、先生

に「切替えに行 くのでクラプを休ませて下さい」

と言うのにどれほど勇気がいったことか、先生が

「お前サポル気やろ」と言われて「いや、そうで

はないんです。私ら朝鮮人は、切替えに行かなあ

かんのんです」と言ったのかどうか覚えていない

外卜愛チ

前回に続いて、金成日さんと同様に、指紋押捺を拒否 しておいでのオト愛子さんの訴えをお伝

えします。今回の内容に対 して、何故、このニュースにと、疑間を持たれるかたもあるかもし

れません。でも、アパル トヘイトに反対する私たちが、外国人登録法に無関心であれるはずが

ないと思います。次回は、JAACの メンバーの 1人である阿南添人氏の「指紋押捺拒否運動

の彼方に一南ア・ アパル トヘイト差別との比較から一」を紹介 して、この短期連載を終了する

(N)

けれど、すごい嫌な気分で市役所に行ったことは

はっきりと覚えています。重い足どりで行 くと、

大量切替えの年に当っているので、別に広い場所

がこしらえてあった、それが、地下室だったので

す。明るい市役所の階段を一歩一歩下 りてゆくと、

うす暗い廊下に択山の同胞が並んでいて、いつせ

いに私の方へ視線を向けました。私は、なぜか顔

を上げられず、「知っている人に会うたらイヤヤ

な」という気持が出てきました。ふだん日本人に

ばけて生活 していることが切替えの時には、いや

おうなく自らが朝鮮人であることを思い知らされ

るわけです。それは、自分自身によって、そして

同胞たちの何ともいえない視線によって、さらに

は、指紋押捺と引換えにもらう手帳 (外国人登録

手帳)に よってです。私は、その日、指紋を押さ

された時のことを今でもはっきり覚えています。

係員に呼ばれ、左手人さし指のつけねを汚ないも

のでもつかむように、その係員がつまみ、黒い ド

ロッとしたインキの中を転がされて、充分に指に

しみわたったところで、何枚もの紙の上に指紋を

とられました。それが、終ると、白いのりのよう

なものをJヽ さな紙に 3cコほどぬったのを渡される

と自分でゴシゴシ3ゝ きとるのです。あ一、終った。

次の 3年間は、又、日本人になりすまして楽に生

きられる。そして、又、 3年後 一 。死んで や
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っと 本当に終るのです。

そのテレビを見た瞬間、以上のようなことが急

にムラムラと思い返され、私はすぐに「もう い

やや !次は絶対押せへんぞ」と決めました。それ

から、今日に至るまで、この人さし指の抵抗を通

して、実に様々の思いが表われました.それは、

私が、この日本社会の中でどういう位置に立たさ

れ、生かされているのか、ということです。

指紋制度は、決 して「民族問題」だけで l‐■ない

と考えています。たまたま、在 日朝鮮人に対する

法律として、指紋制度はあるけれど、日本政府支

配者層の考えは決 してそうではありません9

この日本社会の秩序と安寧のためには目障りな

もの、やっかい者、疎外すべき者として、私たち

が在るということです。それは、障害者や部落や

下層の者 (いわゆる浮浪者といわれるひとびと)

と共にいつでも排除され得るし、そのための管理

政策として、まず朝鮮人を法律できっちり抑えて

おこうというわけです.

以下の内容について大阪府警への抗議をお寄せ下

さい。

1、 私達の正当な抗議を無視 して、反対に無防備

な仲間 2名 を不当に逮捕また拘束 したこと。

1、 もう1人の仲間を押し倒して、後頭部を8針

も縫うけがを負わせたということ。

1、 かけつけた仲間の車格子を破損させたこと.

つい最近、マスコミでも報道されたようにアベ

ノやナンバの地下街で「大阪城築城四百年祭」の

ためのクリーン作戦として、いっせいに、いわゆ

る浮浪者の人々が指紋と顔写真をとられました。

私は、それを知った時、「あっ、これは私らのこ

とやな」と思いました。身なりは、お、つうの市民

の服を着ているけれど、いざとなれば、私たちが

真っ先にやられる可能性があるなと思いました。

私は、今、 “じゃがいも学童保育所"と いうと

ころで働いています。ここは、障害児が共に地域

で生きられるよう、そして、私自身が疎外からの

解放をめざしてゆく場所として考えています。私

がこの仕事を選んだのも、共に生きてゆく中で、

日常生活にまで浸みわたっている差別や抑圧に抵

抗 してゆくことこそが、私の “生きる"こ となの

だと考えたからです。

同化とは、まさに、このようなことに対する抵

抗力を失わせることであると私は考えています。

抵抗することを止めた時 “同化"が完成すると思

うのです。

緊急カンパの要請

1、 逮捕された 2名の救援カンパ

2、 負傷者 1名に対する治療費・ 生活費カンパ

3、 破損された車椅子の修理のためのカンパ

4、 救援活動費用のカンパ

郵便振替 :大阪 5-5775

********************************************

皆 ぜFん ― の お 願 い

「指紋押捺制度に反対するなぜなぜ指紋女たちの会」

連絡先 :大阪市生野区桃谷 4-7-22 じゃがいも学童保育所

********************************************
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私が指紋拒否して、3年目。

警察は、 “公訴時効"が 3年で切れるというこ

とを口実に、4月 23日 朝、私が出勤する直前に自

宅へ来ました.そ して、任意出頭の要請ハガキを

見せ、来るよう・言いましたが、私は即座に拒否 し

ました。

生野区役所は「告発せず、本人と話し合いをつ

づける」といながら昨冬 (1984年 12月 5日 )警察

からの文書照会に応 じ、拒否者に関する情報を提

供しました。そのため、警察は私からの調書をと

り、書類送検 して起訴すべ く、私に出頭せよと要

請しているのです。私は、出頭に応 じる意志は全

くありません。

警察は、公訴時効 3年 を口実にして、自宅や職

場にひんばんに訪れ、私より先に拒否し闘ってい

たA氏は、ついに、その問いを断念せざるを得な

くなりました。その報にふれた時、私は、本当に

無念で無念で警察のやり方を断 じて許 してはなら

ないと思いました。そして、 5月 2日 、私の訴え

にかけつけてくれた多 くの人々といっしょに大阪

府警へ抗議をし、そして、デモをして、広 く市民

の方々に訴えました。しかし、私たちの抗議に対

し、大阪府警は、なぐる、けるの暴行でもって答

えました。真に、私たちに対する治安管理の真の

姿をさらけだ したのです。

私はいかなる弾圧にも、決 して負けずにいよう

と思っています。この機関紙を読んでおいでの多

くの皆さん 1共に聞い、がんばってゆきましょう。

1985年 4月 25日

********************************************

告 発 □ 卜 σ)ブ=め |こ

今回の法務省通達に対応 して、尼崎市の人達が中心となって、市に対する要望のハガキを出す運

動を始めました。がらくた茶房「どるめん」の店主である金成 日さんが押捺拒否をした矢先の通達

に、周囲の人達が、「金さんが告発なんかされたらあかん」と思ったのがきつかけだそうです。尼

崎市民でなくても、読者の皆さん、また、お茶の間大学の学生達も、どうかご協力ください。この

ハガキに関するお問合せは、テンベア●アフリカ又はどるめんへお願いします。

)連絡 覧1つ べヽ了―マ660量中吊彙泉■3-3C‐ 26‐ 5。午Иヂな>どろめ
～

‐̈ 0も ユ 9年 -4ユ 13

********************************************
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告 知 板

★ 5月 3～ 5日 、大阪市内の中之島公園一帯を会

場にして「中之島まつり」が開催され,当委員会

も例年のように参加 しました。参加するにあたっ

て、昨年はクルーガーランド金貨不買キャンペー

ンをテーマにしましたが、今年はSOMAFCO

支援を呼びかけることにしました。

第 1日 目の3日 1ま 、名古屋のグループからの 3

人も合流 して、支援ビラを配ったり、パネルの展

示を行なったりしました。『客よせ』のために用

意した陶器や市の売れゆきは好調でしたが、資料

などに目をとめる人は残念ながら少数でした。

街頭でアピールできる機会が少なくなってきて

おり、来年も「中之島まつり」には参加していき

たいと考えています。

5月 5日 はテンベア ●アフリカの関係者が応援

に来ました。当日は売物は用意せず、ビラ配 りの

呼込みのために、 リンガラ・ ダンスをおどっても

らいました。人数が全部いれても6人 と少なかっ

たので他のグループから人手を借 りました。ビラ

配りの成果のほどは ?待っているところです。

☆出前のメニューが出揃いました。 5月 に、JA
ACのメンバー2人が、それぞれ、タンザニア、

韓国に行ってきましたので、旬のネタも充実 して

います。人さえ集れば、もちろん個人の家でも、

どこでも参ります。ご注文お待ちしています。

く注文先>テ ンベア 0ア フリカ・・・ 豊中市東泉

丘3-36-2 B-504 いす気付

編 集 後 記

突然、指紋押捺拒否特集になってしまいました

が、いかがでしたでしょうか。前号から連載 して

いた指紋の問題が、川崎の事件以来、大騒ぎにな

つたので、この機会にパス法のことを、もういち

ど見直 してみようと、思いきって特集号にしまし

た。ガンジーのパス反対運動を映画で見て、これ

は、日本の外登法と同 じだとお感 じになった方も

いるでしょう。南アのパス法と、外登法とを重ね

合せて考えることで、日本人とアフリカ人の日常

が、近 く感 じられるようになればと思います。

そんなわけで、今回もクルーガーランドの連載

は、お休みということになりました.それから、

予告していた「ソロモン●マシギング特集」も延

期となりましたが、こちらの方は、来号の別冊付

録として発行する予定です (!)

今回は、編集人が足 し算を間違えたため、字ば

かりで読みづらかったと思いますが、これにこり

ず、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

(1)

☆☆出 前 メ ニ ュ ー 追 カロ : :☆ ☆

メンバーのSさ んが、タンザニアでの会議のついで

に、SOMAFCOへ 行ってきました。近況を伝え

るスライドも、近々入手予定です。入りしだい、講

師付SOMAFCO最 新情報・ スペシャルディナー

ショーがメニューに加わります。こちらの方も、予

約注文受付け中です.

アンチ・アパルトヘイト ニユース
11-19東 IB同心町ビル301号〒530大阪市北区同出2-・ 発行 こむらどフフリカ委員会

TEL(06)722-7266(夜のみ)

■郵便振替 大阪4-35095 ■購読料 (4号分 )1,000円
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