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南アフリカで「自由の木」が育つた

めには、いったい何人の血潮がそそ

がれねばならないというのだ。

9月 9日早朝、3名の若者が処刑さ

れた。この日本で、かれらの怒り、

悲しみ、苦しみ、願い、……それら

すべてを同じ赤い血がながれる人間

として共有することはできないのだ

ろうか。そんなことはないはずだ。
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＝ 出来るか

く4>酒屋って何かなって考えます。酒屋は勿論、酒

を売るんだけれど、同時に地域で酒や食品を通じ、い

わば食文化を提案するところじゃないかな (ややサン

トリーつぱいですが)、 そんな酒屋がネダバーグや、

その輸入元のオールドバーや片岡物産の商品を無批判

に並べるのは問題ちがうかな? と。

輸入元を1ヒ判するのは簡単だけど、いわば、相手は

確信J巳。まわり道のようだけど、それぞれの住んでい

る地域の酒屋の批判と運動への協力、具体的にはオー

ルドバー (株 )や片岡物産の商品を、買わない売らな

い不買 (売 )運動を提起して、輸入元へ、酒屋を通じ

て圧力をかける。そんなことを考えています。

<5>不買 (売 )運動の展開

不買運動は、一人でも始められます。例えば、本誌

74号で案内したステッカーを貼る……。でも効果から

いえば、出来るかぎり多くの人が参加する方が良いに

決まつています。

今回、皆さんにお願いしたいのは、①FDl封 した酒屋

に対するポイコット運動の案内=協力要請書とアンケ

ートを、地域の酒屋に届けていただくことです。その

際、あなたの思いを話していただいたり、付記された

らもつと良いと思います。Cそ して、もつと多くの酒

屋に届けるために協力していただける方は、「こむら

どアフリカ委員会」までご連絡ください。希望の枚数

と、配布先の名簿を送ります。③これを機会に、あな

たの友達にも輪を広げていただけたらと思います。

これからワインの季節になります。みんなの力で運

動を成功させましょう。 (み )

一 こんなことしてみようと思 つています一―

く1>9月 の中曽根首相の人種差別発言を、くやしい

思いで聞かれた方が多いと思います。

日本における反人種差別運動のむずかしさと不十分

さを、思い知らされた気がします。そして改めて、 “

私たちに何が出来るのか?"、 私たち一人ひとりに問

われていると思います。勿論、本誌の読者の皆さんは

南ア産の金貨や、ワイン、農産物、その他の購入や、

パックツアーを拒否されていると思います。でも、も

う一歩進んで何か出来ないかなというのが、この文章

の主旨です。

<2>10月 の初め、米国のアンチ。アパルトヘイト

運動は議会を動かして大統領の拒否権をくつがえし、

南ア市1裁法案を通しました。今までの日本政府の対応

を見ていると、形のうえで何らかの追随をすると思い

ます。

でも私は、南アの牧師ファリサニ師が来日の際に述

べた言葉にこだわりたいと思います。それは、『我々

が自由になれるかどうか、もはや問題ではない、今や

時間の問題です。その解放の日に我々としては、1億

2千万の日本人が、我々の戦線に連なっていたと公言

したいものです。』という一言です。

<3>私は、仕事柄よくカーラジオを聞いています。

朝日放送をつけていると、耳にタコが出来るくらいい

ろんなスポットの広告が流れてきます。その中で腹が

立つてしかたがないのが、あの金子のぶおがやってい

る “夫婦関係にもめつけもののケープワイン、ネダバ

ーグ。オールドパー株式会社から"という広告です。

nHべ てみると、85年度、南アからのワインの輸入

量は、7200万 円。わずかですが、前年比200%
近い伸びですし、今年2月 には、20人の日本人ワイ

ンDrJ係者がウェストケープ州に招待され、ぶどう栽賠

技|・」とワイン学の研修をしたとのことであり、さきの

広告とあわせ、日本の輸入墨も今後増えてくると思い

ます。 (なお、関東地区は、アップルタイザーの輸入

元、ハ岡物産 (株 )が輸入元のようです。)

私 たちはアパルトヘイトιこ反対 し、
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最新南アフリカ情報 (第 2回 )

″繁/1物数多ち′l筋 ′〕フオ′|     〃

楠原 彰

1.処刑された3人の若者

i莉 アフリカから悲しいニュースが続く。9月 9日朝、

首都プレトリアの中央刑務所で「アフリカ民族会議J

(ANC)の グリラ組織「ウムコント・ ウェ・シズウ

I」 (民族の槍)の 3人のメンバーが処刑された。

絞首台の露と消えたのは、アンドルー・ゾンド、シ

フォ・ クル、クラーレンス・パイの3氏で、いずれも

若い黒人である。ゾンド氏は、ダーバン近郊のアマン

ジントチの商店街に爆弾を仕掛け多数の死傷者をだし

た事件 (85年 12月 )に関与したという理由で、ま

た、クル、パイ両氏は、84年に警察への情報提供者

を殺害したという理由で、それぞれ逮捕されていた。

かれらは、一般の殺人犯3人と一緒に処刑された。

76年以来、これで8人のANCのグリラが処刑さ

れたことになる。国内最大の反アパルトヘイト団体で

ある「統一民主戦線」 (UDF)は 9月 8日 に声明を

発表し、「3人は自由のために闘つたのであり、通常

の殺人犯と一緒にすべきではなく、ジュネープ協定に

基いて戦争捕虜として取り扱われるべきである」と主

張し、刑の執行停止を求めていた。

南アでは毎年120～ 130人が処刑されているハ

これは世界最高の死刑執行数の部類に属す。そのほと

んどが黒人である。今年 (86年 )に入り、すでに82
人が処刑されたが、そのうち63人が黒人、η6人が

カラード (混血 )、 そして 2人が自人である。

南アの軍隊や警察は南ア国内のみならず、ナミビア

、レソト、スヮジランド、ボツワナ、モザンビーク、

アンゴラ、ジンバブェtザンビアの近隣諸国で数限り

なく民間人を殺害しているが、 “殺人犯"として処刑

された者など一人もいないのである。

9日早朝処刑されたアンドルー・ゾンド氏は家族と

の面会で「人民のために死ぬ用意がある。あとに残つ

た同志が私の遺志を継いでくれるだろう」と語ったと

いう。かれは20才になつたばかりであった。そのか

れが、なぜ、どのようにしてANCに加わり、国外に

脱出して訓練を受け再び帰国し、ダーバンの商店街に

時限爆弾を仕掛けるにいたつたかを、最近の南ア紙「

シテイ・プレスJで読んでいただきたい。例によつて

不明な単語などたくさんあつてもかまわずに、声をあ

げて読んでみていただきたい。他者と自らと祖国の自

由のために処刑されていった20才の黒人青年の胸の

うちが伝わつてくるだろう。

Andrew Zondo was 15 ycars oid when he was rccruitcd

into the ANC He was 19 whcn,in an act oF pcrsonal,
(lCSPCrate frustratiOn,hc、 vcnt to AilltinZilllt()ti's Sani.lnl

、h{、 PPill=cc:、 lrc ttn(l pl(口 ,tc(!:l 卜()1、 1卜 、vhich kilic(l 1lvc

Pcopic and il」 urcd nlく )“ thall a dozcn olhcrs Hc was
just 20 whcn,shOrtiy ancr dawn on Tuesday hc was

cscortcd ilonl Prctoria Ccntral Prison'、 dcath row and
hangcd. Hcre,in his Owil words,is thc story(,f thc last
lllvc ycars o「 11lc liた o「 Andrcw Zondo Bascd onltso()n―

鵬 器 柵 柵 器 i札辮 鱗 |

4ヽccr bcliDrc his cxccution.

Born in 1966,six ycars artcrthc banning oFthc ANC

and flvc ycars a■ cr the fbrmation of Unlkhonto Wc Sizwc,

Zondo's Flrst expcricnte o「  Politics 、vas dtiring thc
K、vaMashu school bOycotts Of 1980 JuSt a ycar iater,

at the hcight of thc anti― Re,ubliC Day dclllonstrations,

15-ycar― old zondo took a trip tO Durban to attcnd an anti―

Rcpublic Day nlccting― part of a group of KwalNIashu

8よW鷺認I鍍乱ふ∫鴇:計nょll畢 恩‖脚鷺
KwaMashu by train.On thejourncy,a man in histwen―
tics stal■ cd talking to Zondo Thcy cxchangcd notcs abOut
thc:1lccting and arrangcd to nlcct thc ncxt day 11l thc

l鮮

ill品
FI爺ilttlilili椰‖h穣‖現‖

About four mOnths after they had mct,thc.man told
Zondo he was a mcnlber ofthe ANC andin宙 tcd Zondo

‖ffll:i糊翡搬ぼ群[lli鰤1網L::悧 i常
cd him to R)rm a`ccH' in K、vaMashu Zondo rccruitcd

軸職職櫛1灘‖鸞
、vas lk)rnla‖ y rccruited Hc stayc(:in Swaziitind lk)r sOnic

tiinne bc負 )rc rcturning holllc,、 vhCrC heゃ νas dctaincd bricF

揚鯉鵬肥鷺tttili‖電li肝 |で』脱器‖
ry tX

私たちはアパルトヘイトに反対 し、
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Hc、vas in 嘔ヽaputo in 1983 whcn hc hcard o「 thc c::r

Ы)mb that wcnt ol「 in Church Strect in PIctoria `Thc

30VCrnmcnt retaliatcd thrcc days iatcr,launching an at―

謙sttY鮮
(亀

i器席濯Itiょ鍬」点ピ‖:よよ
`ind l,cople、

vc rc,but thcy kilicd ilinoccnt pcoplc'_Thc

ciltct oi thc attack on thc 17-ycar-Old youtll、 vas conl―

lF‖li11長 ご織 TttT躙 1『ty鷺∬ i為繋:尾:騰 :

chtingcd:1ly lllin(1 1、 va,ltcd to go lk)r:ll‖ itttry titlilling

I、vould bc a soldicrio libcratc bl:tck pcoplc in SA'.Zon(Io

魂 ふItttl:″穐 11ぶ路糧1群laml:#lm乳 ‖
o「 ANC ctt:1lPs T11● lC wcrc ttl)ou1 1(Ю l)col)1じ OF:llIド :lcc、

undcrgoing training in cach basc、 and Zondo notcd: .It
w:1ヽ thc l,cst cxPCliCncc i lit:vc 11:1(l in llly lilt i b●

=:l:1lo fcellike a hunlan being l was nOt a native or a karir｀

His t、vo ycars oftraining cndcd in latc 1985 and hc camc

out oFit sccing himscif as`a soldicr,rcady R)r conibat'

Trained by t1low Soudl Africans,hcた lt compctcnt to

carry out acts of sabotage against thc SA govcrnn、 cnt,

lo attack and dcfcnd hi:nsclF against thc policc and thc

11lilitary.

But thcrc、vas a Fundanlcntal cthic hc、vas rcquircd to

ob∝ rvc Hc、vas lold nol to placc civilians in dangcr一

hc should rathcr placc hillnsciF in dang91tthan exPosc

civllians to risk Zondo re― entcred SA in i」tc 1985 and

was put undcr thc conlnl(lnd of a Lulallla ToHinan、 who
ill turil Placcd hilll lll chttrgc()「 tllrcc cc‖s,()ilc ol、 v1lic11

incitldcd“ :1:lcC(■ 1lPliCC‐ 一 4`t X.::、 hc wil、 11:tcl c:、 llCd

in c()tl rt 、vhcn hc appcalcd tts thc lllain stiltc 、vitncs、

against Zondo. Back homc, Zondo movcd discrcctly
!hrough thc townships Many peoplc sPcak oF having sccn

hЪ
t出鳳 鷲ざ∫f」柑 轟li悦 焼 よ :ギ出Li瞥獄 :〕

our t`trgcts. Our instructions、 vcrc to avoid takillg lirc

and l illsisted on this instruction Sometinlcs othcr conl―

rtldcs got inlpaticnt、 vith lllc｀  Thcn,()n Dccc!1lbCr 20,

1985,`thc SADF attackcd our pcoplc inヽ 4aseru and also

kilicd Lcsotho civilians ()nc ofthc things which nladc

this action so horriblc is tilat thc South A「 ricans did n(1(

admit their crime. I heard tales oF how, in cold blood.

岬 」粁‖熱 盤 l詭澄 黒 器[lI誅鷺 鷺 嵐繊こ綸 R鳥
hc should,vν ithin thrce days,carry out a retaliatory act

Zondo knc、v ofsevcral arms caches,but only one、 vhich

contained the limpetlanine he needcdお r thcjob.Hc wcnt

to AInanzimtotito ind a target `When l wentto Ainan―

zimtoti on Saturday I、 vent there For a target.… a govcrn―

■lcnt insta‖ ation' Hc chcckcd out the local police sta―

tio:1,but found he could lぅ ot attack it on his o、 vn.`Latcr

in thc day l found nlysc‖
｀
at thc Sanlanl centrc and wcnt

lo'1｀ oti Rc、 1`lurtint to buy s()11lcthi:18 to cat l st()()d()tlt―

sidc t、 nd atc Vヽhilc l w:ls cating l saw Pcoplc rcading

a ncwspaper、 vhich carricd a picture o「 a 、voinan shot

in Lcscytho,thc lanothcr ofa nin← n3onth― old bal■ y l bought

thc ncwspapcr rnyscif()n rcturning hollle,l dccided to

gO and ptit thc nlinc in the ccntre Thc dccision l took

thal day、 vas raci(ll in charactcr bccausc l had sccn that

the arca had a lot of、 vhitc peoplc BcR)rc placing the

nline,I dcbated()vcrit Bllt on Monday l dccidcd t()d()

1,as racial as l was.I kncw the pc()pic wcrcぃ nocCnt

and had n()thing lo do、 vith thc govcrnnlcnt l hopcd it

would■ ol i■ iurc thCnl、 but i h()Pcd it WOuld bring thc

80VCi nlllcnt to its sc:lscs V`hcl、 wc wcntlo'Toti 1 lo()k
、vith nlc thc phonc nuinnbcr o「 :hc cc:ltrc.I anl sorry that

Iぬ 1lcd to warn thc pcく )plc.Whtlt was on nly mind was

that cvery day thcrc、 vas an avcragc o「 thrcc AFrictins

、vho dicd llonl Political violcncc in SA.So I Plantcd thc

nlinc.Thcy(thc poliCC)callle in a routinc raid on thc

h()usc whcrc l was hiding Thcy did n()tkn()w l wasthc

pcrson thcy wcrc lookillg lk、 r・  /ヽhcn ilc sa、v thclll 1lc

ran a、vay― not to cscapc,btlt he、vantcd thein to chasc

ll iln `I ti、 ollght thcy 、′otlI(l Sh(、 (): 11lc i 、v:、 ntc(1 1()(Iic

likc a soldicr.Butthey did:1()l silく )ol' ThC p()licc catight

Zondo and arrcstcd hinl Thcy bcat hini tcrribly …
(1′vP″∫∫ ノイ986

2.200人 の黒人金鉱労働者
の死と金を買い漁る日本人

ゾンド氏等が処刑された1週間後 (9月 19日 )に

ヨハネスプルグ東方のキンロス金鉱で火災事故が発生

し、200人近い労働者が死んだ。その大部分が黒人

で、レソトやモザンピークなどの周辺諸国からの出稼

ぎ労働者も多かつた。負傷者は230人をこぇている。

黒人鉱山労働者で組織する「全国鉱山組合」 (NU
M25万人)は 19日、生産性向上を安全操業に優先さ

せる鉱山資本の経営姿勢とアパルトヘイト政策が金鉱

災害の原因であるという趣旨の報告書を発表した。南

アの「金鉱で死ぬ方法は千通りもある」と同報告書は

述べているという (ヨ ハネスブルグ19日共同電「毎

日新聞J9月 21日 )。

10月 1日 、32万 5000人 の黒人鉱山労働者が

19日の金鉱火災の犠牲者を追悼すると同時に、劣悪

で差別的な労働対策に抗議して在宅ストを行つた。全

国の鉱山労働者は約60万人であるから、その半数以

上が就業拒否の行動をとつたことになる。

ところで、こうした南アの黒入金鉱労働者が文字ど

おり命がけで掘り出した金塊を、日本は85年 1年間

だけで 2億3130万 ドル (550億円)も買つてい

る。前年比の実に 4.4倍の伸び率である。そしてこれ

は、南アの対日全輸出額の12,5%にあたる。留意すべ

きはこの金は産業用などではなく、財テク、投機用で

あるという点だ。

日本は今や世界第 1位の金輸入国である。85年 10月

の経済tll裁措置で日本は南ア産クルーガーランド金貨

の「輸入自粛」を決めているが、投機用金塊の輸入は

無争1限である。

周知のように、南アのアパルトヘイト経済体制は金

の輸出によつて支えられているといつても過言ではな

い。全輸出額のほぼ半分が金の輸出によって占められ

ている。

南アの黒人労働者が命を落として掘り出した金、か

れらがさわることさえできない金、アパルトヘイト政

策を一日でも早く廃止させるためには自分たちの生活

がもつと苦しくなつてもいいから買わないでくれと黒

私たちはアノウレトヘイトに反対 し、
｀
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人労働者が世界中の人たちにむかつて訴えている金…

…… その黒人の血と涙にぬれた南アの金塊を、日本

は、否、日本人は一時の金もうけのために買い漁つて

いるのである。

もつとやっていられないことは、日本の大蔵省が「

天皇在位60年記念」用に1千万枚 (!)の金貨を発

行するために223ト ン (世界の金の年間取引量の 7

分の1に当たる)も最近になつて買い込んだという事

実である。この223ト ンというのは、昨年 (85年 )

1年間の日本の金総輸入量 19.6トンをはるかにこえ

る量である。「天皇在位60年記念J用金貨に南ア産

の金がどのくらいあてられているのか、そんな数字を

発表するほど大蔵省もオロカではないから皆目見当も

つかないが、西側世界の金産出量の半分以上が南アで

産出されている事実から考えてみても、相当の量の南

ア産金が使われていると判断しても間違いないだろ、
貿易統計上はスイスや英国からの輸入とされていて

も、国際金市場のカラクリで大部分が南ア産というこ

とも十分ありうるのである。とにかく、金も金貨もダ

イヤモンドもプラチナも…… 日本で手に入いる人間

として生きていくために全く不必要なそうした貴金属

は、アパルトヘイト政策を廃止させるためにも、自分

自身が本当に豊かな人間になるためにも、買わぬにこ

したことはないのである。

若い読者諸妹弟 ! 結婚式で最愛の相手に南ア産の

貴金属を贈り合うことだけは止めましよう。かくいう

筆者などは、お金が全く無かつたということもある戒

心以外は贈り合うものは何一つとしてなかったもので

すぞ !

3. 「あなたがたは何者なのか」
最近、南アからの白人政権の要人の来日が続いてい

る。わかつているだけでも、昨年には大蔵大臣、準備

銀行 (中央銀行)総裁が来日しているし、今年に入つ

てから通産大臣、外務大臣が、いずれも「私人」とい

う形で来日している。10月 には文部大臣の来日も予

定されていたが、これは日本外務省がビザを発給しな

いと発表した。直接経済利権とからまない大臣だから

カッコつけてみたのだろう。

9月初旬のボタ外相来日に関して、社会党、総評、

部落解放同盟中央本部、日本キリスト教団社会委員会

、日本反アパルトヘイト委員会が事前に反対声明を出

し、外務省の参事官に対して申し入れを行つたが無視

されてしまつた。ついでに言つておけば、東京のアフ

リカ行動委員会は、外務省で倉成外相とボタ外相の会

▲劣悪 な環 境の 中で働 く黒人金 鉱労働者

南 ア総領 事 を招待 しての会食 で「友好」を深め るスプ リングホ ッ

ククラブ (日 本南 ア友好協 会 )の 会 員たち(同 会会報M7よ り))
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談の当日 (9月 4日 )、 外務省正門前で「ビケ」をは

つて抗議した。ボタ外相は裏門から入つたようであ孔

最近の南ア政府要人の来日ブームは、国際的に孤立

しつつある南アが、これまで以上に日本 (そ して台湾

、香港、韓国)に積極的に接近しようとしている証拠

である.たいていの要人が日本、台湾、香港、韓国と

歴訪して帰国している。「白人国」がボイコットする

なら、「名誉白人国」へ、とでも考えているのだろう

か。

来日した南ア政府要人をよろこんで受け入れている

のが、南アに利権を持つている日本の財界である.そ

の中心にいるのが「南部アフリカ貿易懇談会J(英語

名SATA:SOuth African Traders Association)

である。これは日本のトップ企業約80社が加入する

法人組織で、ヨハネスプルグに支部も持つて0ヽ る。会

長は商船三井副社長、副会長は日商岩丼副社長で、理

事8名も東芝、松下電器等いずれも南ア進出企業8社

の要人である。そして、事務局長は南ア航空の相談役

で、「スプリングボック・ クラブ」 (日本 。南ア協会

)の事務局長でもある牧浦利夫氏である。

このSATAは 、来日中のボタ外相を招待して昼食

会を開いたりしている (4日 )。 なお当日の夜には日

商岩丼社長がボタ外相をディナーに招待している。そ

の前に南ア外相は日産工場を見学している。

日本・南ア関係を裏であやつつているフィクサーは

誰なのか。次の図を見ていただきたい。

このネツトワークの中心にいる日本側のフィタサー

は、南ア航空相談役、スプリングボック・ クラブ事務

局長、南部アフリカ貿易懇談会 (SATA)事務局長

を兼任している牧浦利夫氏とみて間違いなさそうであ

る。                     f
スプリングボック・ クラブもSATAも連絡先は川

崎市麻生区の牧浦氏の自宅になっているが、実際の事

務局は牧浦氏が相談役をしている南ア航空日本駐在事

務所のようである。

牧浦利夫氏の略歴をTRAVEL TIMES(1978.5.1)紙に

よつて紹介するとこうなる。

“1925年神戸市生まれ。1970年、ロイヤル

・ インターオーシヤン・ライン入社。船客部長、広報

部長を経て、1970～ 1974年まで同社南アフリカ支局駐

在。1974年～1976年 までリスリンド・インターナショ

ナル社日本支社長を経て、1978年 3月 3日から南

アフリカ航空相談役に就任。"

氏はまた最近では、南ア産ワイン (ケープ 。ワイン

)の日本の輸入業者と提携して、南ア産ワインのダイ

レクト・メール販売にまで手を出し、南ア業者をよろ

こばせている。

南アの「国益」と日本の「国益」をつなぐ役割を果

たしているのが、かれである。

「南ア日本人会」の機関紙「スプリングボツクJ No

166(86年 3月号)で、牧浦氏は「南アについての

実体が伝わらないままに、『アパルトヘイト』のみに

南ア日本人会 フリカ協会スフ
′
リングボツ

ブ (日本 。南ア協会 )

ジェトロ・ ヨハ
スブルグ事務所

南ア総領事館
日本 。南ア友好議員連盟
(白民党議員約50名 )

南ア航空
南ア観光局

南部アフリカ貿易懇談会
(SAttA)大企業80社

SAttAヨ ハネス
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焦点をあててただ批Vllす ればよいといつた土壌が (日

本に)出来上がつてしまつた」と嘆いている。

「アパルトヘイトの実体」を正しく見ようともせず

南アの白い「友人」たちに「名誉白人」の待遇を与え

られて喜んできたのは誰なのか。

さてどうやつて私たちは、日本と南アのこの不名誉

で犯罪的なネツトワークを引き裂いていくかである。

南アの治安当局から大弾圧を受けている「統一民主

戦線」 (UDF)の 72才のアーチボルト・ゴメデ議

アフリカ山村生活体験の旅
(タ ンザニ ア、8月 16～ 30日 )

河井 多喜子

成田国際空港を発ち、カラチ。ナイロビを経てタン

ザニア連合共和国の首都ダルエスサラームにおりたつ。

重いけれど手に持てるほどの教育機器をそれぞれに持

つ神奈川県・千葉県在住の小。中・高校教師、男女合

わせて11名の仲間である。 (ひとり手荷物制限20
権の権利提供)但し70才のビビ (ろ うば)は一瞬持

つただけで、いいですいいですと言われたのが大そう

残念。来年は背にも手にも持てるだけ持たせてくださ

い。お願いします。

ダルエスサラームを朝早く出発したダットサントラ

ック (私は荷台に乗り満悦)はデコボコ道をゆられる

こと10時間余、乗馬の味は知らないが、まさに上 。

下に左・右に跳びあがリドスンとおちる。肉ぶとんが

くつついているので、ある程度はなんとか。しかしび

つくりするやら結構痛いやらc直射日光も酷しいし、

バンクは3回。真暗になつてから、ようやくルショト

の奥の山村ソニに着く。電気もなければ水道もない山

奥の一軒家シェム・サンガさん (タ ンザニア連合共和

国政府から日本への留学生第一号)の実家に着いた。

ほのかなランプの光にうかぶお母さん妹さん、にこや

かに迎えてくださる。

「カリブ」 (よ うこそ )

「ジヤンボー」 (こんにちわ。挨拶 )

妹さんは妊娠〇ケ月、4才の長男を連れて里帰り。か

の地の風習として出産し肥立つまで実家ですごすのだ

そうだ。

長は、「毎日新聞」の特派員に「日本へのメッセージ

」を求められて、次のように語つている。

「白人人種差別主義者と協力するな、と訴えたい。

なぜ (日本人は)名誉白人などという有色人種にとつ

て侮辱的な地位を許すのか。なぜ二級市民の地位を受

け入れるのか。あなたがたはいったい何者なのか。恐

ろしいことだ。」 (「毎日」86.8.17).

本当に私たちは一体何者なのだろうか (86105第

二回おわり)。

風呂に入るかと尋ねられる。どうしようかと迷つてい

ると、ず一つと下の川で水浴とのこと。陽が落ちて肌

寒いし、真暗な山道をくだる恐ろしさ、おつくうさ、

まがりくねつた道はズルズルすべるし、ころがつた方

が早そうだし奈落の底まで落ちそう、門口で少々の湯

をとり、取りかえないまま順々に顔をブルンとなでる

程度で満足c乾期なので肌はさらさら、風呂に入らな

くても苦にならない山女である.

山村料理が大皿にたつぶり。うずら豆と唐もるこし

の煮物。自然の味が何とも言えないほどおいしいこと

「サンテ」 (有難う)。 チャパテイ (小麦粉を水でこ

ねて焼いたもの)に添えていただく。

次の朝、山羊の解体を見た。年に二、三回ほど行なう

とか。珍客をもてなすつもりのようである。肉もレバ

ーもおいしかつたこと。でも普段のままで良いのに。

特別料理など勿体ない。

涼しい夜、ぐつすり眠る。

朝になると点々と遥かに見える親類の家から子ども

たちも集り楽しく元気に遊ぶ、恥かしがらず純真で可

愛いいこと。又、大人たちが話している時は4才の幼

児といえども絶対にさわいだり邪魔をしたりしない。

快活さと控え目なわきまえはどのようにして? たま

に窓ごしに目があうとニッコリ笑うそのいとおしさ。

親の怒る顔も一度も見ないし、まして怒鳴る声などい

つぺんも聞かな0ヽ 。はだしで山野を駆け回るたくまし

さと決して厚かましくないわきまえに脱帽する。

マンゴー、オレンジ、バナナもヤシも沢山みのり

心も豊か………。

コーヒー豆を朝早くから臼と杵でつき、カラを箕でふ

るい、ていねいに煎つて、それをまた自・杵でついて
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ふるいでふるつて直ぐに熱湯をそそぎ飲ませてくださ

る、嬉しさ、おいしさ。

]― ヒー豆を煎つている傍らに寝ていた4才の男の子

は目を覚まし泣きもせず文旬も言わず自分の寝床 (身

体に合つた大きさのゴザと毛布)をくるくると巻いて

片付けている。金て自然であり、空気は清く、天地は

果てしなく青く広い。我々の生活と比べ、簡素で必要

ギリギリ、あかがついていない生き方を示されたよう

に感じた。

衣 (カ ンガ)食 (素朴な自然食)住 (ド ロをこねて壁

をつくリバナナの葉や茎で屋根を葺く)に不自由して

いない。礼節をわきまえている。

母さん方とマライカを歌う。昨年独立した歓喜の歌

などもうたつてくださる。子どもは自然の物を利用し

、工夫してオモチヤもつくるし、スケートも修理した

りで忙しい。黒い顔もちぢれ毛も気にならない素晴ら

しい愛の人々。大人も子どもも「今日を生き生きと生

きている姿」あるがままの山のくらしの中で交わりを

深めた数日の貴重な体験「サンテJ(有難う)、 また

会う日まで「クワヘリ」。

(鎌倉市在住  かわい たきこ)

本誌NQ75で も紹介した『もうひとつのアフ
リカに出会う旅 86』 に参加しての印象を
書いていただきました。河丼さん以外の参
加者にも原稿を依頼しており、順次、掲載
していく予定です。 (編集部 )

「俳旬とアフリカ」
藤木  省策

僕の部屋 (まだ間借り生活なんです)から歩いて五

分のところに、朝方までやつている一杯飲み屋があり

ます。ぼんぼり程度の赤提澄が窓のところにぶら下が

つていて、入回のガラス戸には「煮込みあります」と

書いた紙が押しピンで止めてあります。もちろん、そ

の煮込みはこの店の目玉商品で、刻んだネギをかけて

もらつて僕は毎夜の如くそれをくらつております。

さて、このお店の女主人は何をかくそうヤマタノオ

ロチも逃げ出すという大ウワバミなんかじゃなくて、

静岡のヤブキタ茶の好きな六十才を超えたお婆ちゃん

なんです。孫どころか、やしゃごまでいるというのに

なぜか頑として一人暮らしを続けている。その理由は

頑としか言いようがない、そんな人ですc僕の小学校

の時の先生で、その目が人を飲み込みそうだつたので

「のみ込み先生」とあだなされた人がいましたが、僕

は、心密かに「のみ込みオバチャン」と名付けていま

す。

その「のみ込みオバチヤン」相手に、僕は、やつち

ゃうわけです。アフリカに関わつたり、ιヽろいろな問

題に関わつていると、ついやつてしまう、アレです。

もう今年の六月中旬の、南アで非常事態宣言が出たこ

ろなんか、恥しながらやりまくつてしまいました。

しかし、このオバチャン、商売が上手なのか、感性

が311い (いやな言葉です)のか、バシバシと、勘所を

おさえて対応してくれる。「名誉白人? ほんとかい

? いやだねえ。」とか、僕があまりにアフリカの話

をするので乗り気になつた他のお客さんが、「いいね

え。アフリカも。自然と動物を見に行こうか。」なん

て言うと、「だめだよ。そんなんじゃ、あんた、アフ

リカに会えないよ。Jと 、鋭く釘をさしたりもしま魂

また、秋の夜長に、他の客が帰つたあと、とくとく

と戦争のころの女の苦労話を聞いていると、あのモー

ド。ジャクソンさんを思い出したりしてしまうのは、

僕の勝手な思い込みにすぎないのかもしれません。と

もあれ、故冨元流に言うと、自己総括のほつたらかし

のままの僕は、臆面もなくしゃあしゃあとアフリカを

遠ざからせているといえるでしよう。

そして、この「のみ込みオバチャン」には、オバチ

ャンに得意のフィールドがあるんです。十七文字の世

界最Jヽの詩、俳句であります。先々週のことですから

少し雨の降り続いた肌寒い夜のことでした。ガラス戸

を開けた僕に、めずらしくカウンターの向こうで立ち

上がつて、出来たての一句を献上してくれたのです。

飽食の 酒の肴に アフリカ論

その夜の酒が、いつもよりうまかつたことは、言うま

でもありますまい。

私たちはア′ウレトヘイトに反対 し、
｀
名誉自人″の称号を拒否する/



”‐
ど

マ月
、「

ヽ
上 林 陽 治

ナミビア (南 西アフリカ )を ご存知ですか。第 1次大戦後、南アフリカの植民
地となり、1966年 、国連が当地を直接管轄 下におくことを決定したにもかか

わらず、いまだ不法占領下におかれている地域 。民族、ウランをはじめとする鉱
産物や■ビその他の水産資源の豊庫で、そのため、世界の多国籍企業が群がると
ころ、それがナミビアである。

今年 7月 7日 から12日 にかけて、オース トリアの首都ウィーンで「国連ナミ
ビア会議 Jが 開かれた。本稿では、筆者が当国際会議に参加 しての印象を記して

みたい。

ウィーン会議の意味

この会議の目的は本年9月 の国連総会にむけてナミ

ビア独立のための行動指針と具体的な行動計画をたて

ることにあり、南アのナミビア不法統治を支える諸国

の非難決議と対南ア経済all裁措置強化が焦点となつて

いた。参加したのは「南西アフリカ人民機構J(SW
APO)や 南アの「アフリカ人民族会議」 (ANC)
。「バンアフリカニスト会議」 (PAC)を はじめと

する解放闘争組織、国連加盟国およびNGO(非 政府

組織)の代表約1500人 だつたが、ナミビア独立の

カギを握るアメリカなどは不参加、日本はオブザーバ

ー参加だつた。

7日午前11時、ナミビア解放闘争の犠牲者に1分

間の黙濤を捧げることから会議は開幕、その後、国連

事務総長やヌジョマSWAPO議 長をはじめ各国代表

の演説があつたが、その中にアラファトPLO議長の

姿もあつた。

当会議の会期中、前国連事務総長であり、元ナチ党

員であるとの疑いをもたれたワルトハイム氏のオース

トリア大統領就任式があつた。・ヌジョマ議長をはじめ

会議出席の主要な面々が訪れ、又、会議取材に訪れた

報道関係者の居並ぶ中、就任式が行なわれたことは、

この会議にはもう一つの意味があったと思わせる。

矛盾だらけの日本一ナミビア関係

日本反アパルトヘイト委員会 (」 AAC)の代表と

して会議に参加したが、その報告書の要旨は概略、場

下のとおりである。               
‐

1.日本は対ナミビア関係で手が汚れていないのか

2,日本一ナミビア経済関係

①ウラニウム密輸問題

②水産資源の乱獲

3.総論と要請

1.については、従来より日本政府が主張してきた

論調―一 日本はアフリカに植民地を持つたことがない

ので、その手は汚れていない一一を批判した。すなわ

ち、1919年 のベルサイユ会議において、日本は旧

独領南洋諸島と引きかえに、ナミビア (旧独領)の南

ア委任統治を認めたのであり、この決定こそ今日のナ

ミビア問題の起源なのである (この点は、森川純「パ

リ講和会議と人種差別撤廃問題」、アフリカ行動委員

会編『南部アフリカ年報1986年版』を参照していただ

きたい )。

」AACの報告の強調点は、水産資源の輸入問題に

あつた。

1974年 、国連は「ナミビアのすべての天然資源

の輸入禁止」 (布告第 1号 )を発表した。ところが、

モ
リ
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せ
主
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日本のナミビア産ロプスター輸入量

輸入量 (t)金 額 (US$)

1982      997      11
1983   1393    16
1984  1540   47
1985  1525   16

日本はウランをはじめとする鉱物資源やロプスターな

どの水産資源を輸入しつづけている。とくにロプスタ

ーは、1982年 に997ト ン (約 1100万 ドル )

だつたのが、昨年には1525ト ン (約 1600万 ド

ル)に増大した。

ナミビア沖で操業しているのは、日本をはじめ南ア

フリカ、ソビエト、ポルトガルなどの漁船である。こ

れらの国々の操業により、ナミビア沖はいま、深刻な

資源枯渇に陥つている。たとえば1978年 から80
年にかけて、いわしなどの浮魚の漁獲高が40%近く

も落ち込んだのであつた。ウランの場合も同様だが、

独立前に「掘りつくし、漁りつくす」という論理が、

ここにも働いているのである。

さらに告発しておきたいのは、次の点である。水産

資源枯渇に直面したナミビア行政府 (南 アのカイライ

政府)は 、1981年 4月 、経済水域200海里を宣

言し、漁獲高に制限を加えた (監視委員会がコント□

―ルしていないので、実質上意味なし)。 このため、

200海里内では入漁料を支払わねばならないことに

なった。我々の調査の結果、現在5隻の力二捕獲船が

ナミビア沖で操業、そのうち3隻は大洋漁業所属、2

隻は宮城県の会社の船であつた。前者はナミビア行政

府に年間150ト ンの力二を現物で支払い、後者は現

金で入漁料を支払つていた。ナミビア行政府とは、南

アのカイライである。そこに支払われる入漁料は、占

領政府の財源となり、ナミビア人民の抑圧に使用され

ている。

一方、このような」AACの報告に対して、日本政

府代表―一_彼らは現地大使館員で、ナミビア問題な

ど全然知らず、1ケ月ほど勉強したと言つていた。こ

の問題に対する日本政府の関心の低さがうかがえる一

件だつた一一―はォブザーバー参加にもかかわらず、

とくに議長に頼み込んで発言をした。その内容は従来

のごとく、日本は他国に比して最も厳しい内容の対南

アlll裁措置をとつており、ナミビアに関しても国連布

告を遵守している、というものだつた。だったら、ど

うして資源が枯渇するまで輸入をさせておくのだろう

か。

NGOの人達―一国際会議とは何か

会議には多くのNGO代表の人たちが参加し、報告

を行なつた。いわゆる西側先進国のNGO代表の報告

は、南ア商品ボイコツト運動やSWAPO、 ANCお
よび前線諸国への支援・連帯運動などについて各々の

団体が行なつたことを紹介し、自国政府 。企業の南ア

・ ナミビアとの結びつきを告発するというものが多か

った。たとえば、オランダの団体から来た男性は多国

籍企業シェルの商品ボイコツト運動を呼びかけ、こ織

への各国NGOの参加を求めていた。欧米の市民団体

はこの運動に積極的に取組む姿勢を示しているので、

早晩、この運動は高まつてくるにちがいない。

会期最終日にはNGOだけの会議が開かれ、ナミビ

ア独立のためにNGOと して何を行なうべきかが討議

された。これらNGOの発言や行動提起を考えている

と、日本のアンチ・ アパルトヘイト運動の「遅れ」を

感じてしまう。しかし同時に、このような国際会議の

有り方にも疑間を禁じえなかつた。それは、ナミビア

問題が直接的にはアフリカの問題であるにもかかわら

ず、アフリカの代表が少なかつたこと (た とえばモザ

ンビーク代表は当地の大学で教鞭をとつている西独人

だった)、 さらにはアジアから参加したのは、日本、

私たちはアノウレトヘイトに反対 し、
｀
名誉白人″の称号を拒否する/
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中華人民共和国、インド、スリランカぐらいだつたこ

とによる。

参加がなかつたからといつて、それらアジア、アフ

リカの人々のあいだにアンチ。アパルトヘイトの気運

がないとはいえない。本年6月の東京のアンチ・ アパ

ルトヘイト・デモには、台湾の人が10数名参加して

くれた。かれらは、自国内でこのような運動を起こせ

ば逮捕される、と語つていた。つまリアパルトヘイト

とは、かれら自身の抑圧の問題でもあるのだ。

しかし、かれらの声はこのような国際会議には届か

ず、アンチ・ アノウレトヘイト運動でさえも欧米中心の

ものとなつている。まさしく現代世界の縮図であると

いえよう。アジア、アフリカの人々や欧米に住む有色

人種がアパルトヘイトや南ア・ナミビアの解放運動を

いかにとらえ、行動を提起しようとしているかに耳を

傾けるならば、世界のアンチ。アパルトヘイト運動は

より違つたものに変質し、大きな潮流となるのではな

かろうか。

この国際会議が開かれた会場の喫茶室で、南ア産オ

レンジ「アウトスパンJが売られていた。私は複雑な

想いでこれを見ていた。

行動計画の作成
のむずかしさ

― 亡命政権

NGO会議の開かれた日の前日 (7月 11日 )、 会

議はナミビア独立のための行動計画を採択して開幕し

た。

この行動計画を作成する起草委員会は、まさに東西

対立の修羅場と化していた。ソビエトを中心とする社

会主義圏は、鉱産物を採掘、輸入し、また南アを支援

するなどしてナミビア独立を妨げているとして、アメ

リカ、イギリス、フランス、西ドイツ、スイス等の国

名をあげ、非難決議を採択させていつた。一方、ソビ

エトは水産資源を乱獲しているとして非難されたが (

ナミビア沖水産資源の水揚げ量では、ソビエトは南ア

に次いで2位 )、 ソビエトをはじめとする社会主義諸

国、そしてSWAPOの 反対にあ|ヽ 、草案では名指し

されなかつた。SWAPOが 同非難決議に反対したの

は、ソビエトから武器援助等を受けているためであ亀

前述のように、ナミビア沖の水産資源は枯渇しつつ

ある。独立以後のことを考えれば、操業ストップぐら

い考えられよう。

国際社会の怖さと、亡命政権 (解放組織)のむずか

しさを、まざまざと感じさせる一件だつた。

おわりに

日本の世論ばかりでなく、」AAC内部でもナミビ

アヘの関心は高いとはいえない。ナミビア問題を知る

ための日本語の文献は、いまだ出ていない。ナミビア

問題―一解放 。独立とアパルトヘイト廃絶という二重

の課題を担う――は、南アフリカの陰にかくれてしま

つている。昨年ニューヨークで開かれた「ナミビア独

立を支持する国際会議」において、SWAPOニ ュー

ヨーク代表は、「ナミビア問題は一国の独立問題であ

り、アパルトヘイト体lllだけの範ちゅうでない」こと

を強調していたという。

私もこれを機会に、ナミビア問題を追求していきた

いと考えている。ご意見、ご批判等があれば、ぜひ聞

かせていただきたい。

末尾ながら、ウィーン会議の報告をまとめる機会を

与えてくれた本誌に御礼を申し上げておきたい。

(1986.10。 9)

「国連ナミビア会議Jの会場になったウィー
ンのホフブルグ国際会議センターにてサム ,

ヌジョマSWAPO議長と筆者 (右 )。

私たちはアノウレトヘイトに反対 し、
｀
名誉白人″の称号を拒否する/
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第4回 分離と支配
アノもレトヘイトは国民を分離した異なるグループご

とに、それぞれの政治機構を押しつけている.そして

政治権力と国家の支配は、自人と分類された人びとの

手に握られている。少数者の政府によつて行われる決

定が、すべての南アフリカ人、つまり黒人と自人の生

活および将来に影響をおよばしているのである。

アフリカ人は中央政府への参加から締めだされ、南

アフリカ人としての市民権も認められていなもヽ。アフ

リカ人の参政権は、1950年代に政府が設立しはじ

めたバンツースタン機構の中だけに限定されている。

1983年 までに4つのバンツースタン (ト ランスカ

イ、ポプタツワナ、ヴエンダ、シスカイ)が、アパル

トヘイト体制によつて “独立"を宣言された。合法的

でなく民衆の支持もないバンツースタン政権は、中央

政府の力によつて維持されている。これらの “独立"

を承認した国は世界中に一つもない。

1970年 代の終り、政府はアジア人とカラードの

社会を体制側との同盟に引きいれようとする計画を考

えだした。自人の有権者は、1983年 の国民投票で

この計画を支持した。そして人種別の三つの議会がつ

くらね、アパルトヘイトの枠組みと自人支配のもとで

国政へのきわめて限られた発言権が、カラードとアジ

ア人の有権者に認められた。アフリカ人は、議会から

締めだされたままである。

繰%のためa鶴認後魏激場を フ

“

ブとを 壊存
の 議 な ♂滋 ″ 駁 %ど 翡 贋 盈 鯵 〕またきわ
多 ∈眠ら力紗 ι″評″

“

レ好 ′″仁 一員じ ζ
ガ 柔 ψ 〔きた。

先週ケープで行われた調停委員会の選挙で、立候
補者の一人F.マースドープ氏は、南アフリカの

新しい言己録を樹立した。彼は一票も得られない記
録をつくつたのだ。対立候補である、サムレスト

ウェスト郊外にあるマカサー居住区第4区のA.
ダリース氏もかんばしくなかつた。彼は4票だつ
たが、当選した。 【ランド デイリー メイル紙
(ヨ ハネスプルグ)83.9.16】

(三つの州の)投票資格のある人たちは、選挙人
登録をしなければ起訴されて罰金を科せられると

警告されていた。その結果、最終的に約32万人
の氏名が、南アフリカの歴史で最初のインド人選
挙人名簿に登録された。しかし今夕おそく、少な
くとも85%、 そしておそらく90%にのぼる投
票資格者が棄権したことが明らかになつた。ヨハ

ネスアルグのある地区では、98%が棄権した。
【ニユーヨーク タイムス紙 (ニユーヨーク)

8111.5】

ボイコットを受けているアパルトヘイト選挙で、
昨日ふたりの立候補者が互角で走り回つていた。
一― それぞれが一票をもつて。 【モーニング
スター紙 (ロ ンドン)81.11.5】

ヨハネスプルグのフォードスバーグ選挙区では、
約4000人の有権者のうち17人だけが投票に

出かけた。少なくとも一つの選挙区、ナタール

ノース コーストでは、有効票よりも多い無効票
があつた。無効1065票、有効1064票。
【サンデー タイムス紙 (ヨ ハネスプルグ)81.
118 】

選挙で印象的だつたのは、とくにケープ半島で異
常に投票率が低かつたことだ。いくつかの地域で
は、有権者総数のわずか2～ 3%が投票しただけ
だつた。 【ソウエタン紙 (ヨハネスブルグ)84.
824 】

ノースウエスタンケープ選挙区のウッドストツク

投票所では、わずか3人が投票しただけだつた。
【ケープ タイムス紙 (ケープタウン)84.3.29】

″ アグノ″場は 月 ノタ ″三θ男羹 嵐 空軍大
〃″じ疹多。

私たちはアノウレトヘイトに反対 し、
｀
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●映 画 会・学 習 会 な どの た め の 資 料

*「デンバサ最後の墓――アパル トヘイ トの国南アフリカーー」 日本語版 60分 カラー

16mm(1974)VHSの ビデオもあり。

*「南アフリカ解放への道」 JAAC製 作 20分白黒16mm(1978)

*「抵抗の世代――南アの民族解放運動」 日本語版 30分カラー16mm(1980)

*「燃えあがる南アフリカ.′ ―― 南ア解放組織 UDFの記録」 英語版 45分カラー16mm

(1986)VHSビ デオもあり。

*「 よみがえれ/アルバー ト」 英語版 60分  カラー VHS・ べ‐タビデオ(1983)

*「サイモン・ ファリサニ講演記録」 日本語版 30分カラー VHSビデオ(1986)

*「丁his is.SOMAFCO」 スライド 日本語版テーフ
゜
付

ご利用の方法等は、「こむらどアフリカ委員会」までお問い合わせください。

私たちはアパルトヘイトに反対 し、
｀
名誉 白人

″
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「燃えあが|る 南アフリカ

反 ア メ留 L/ト ヘ ーイ ト 蟹彗米斗率召ダト

南ア解放組織 DFの記録」

―
占
∪

英語版45分カラーη6脚・

この映画は原題を「金床とハンマー」といい、ロン

ドンの反アパルトヘイト団体 IDAFによつて製作さ

れた。「統二民主戦線」 (UDF)の創立集会の模様

など、いままで紹介されたことのない貴重な映像を駆

使して、83年1頃からの、憲法改正、二人種別議会選

挙という白人政権側の攻勢と、UDFを中心に団結し

てそれに対抗する反アパルトヘイト勢力の戦いを描い

たものである。

「金床とハンマー」というタイトルは、「大衆運動

という金床と武装闘争というハンマニのあしヽだにアパ

ルトヘイトをおけば、必ずや、これを粉砕できる。」

という「アフリカ人民族会議」 (ANC)の指導者で

20年以上獄中にあるネルソン・マンデラの言葉から

とられたものであり、映画の内容も、ほとんどその言

葉に尽きる。日本で上映するにあたつて、内容がわか

りやすいように改題した:

今年6月 28日 、東京での「ソウェト蜂起10周年

記念集会」で初めて公開レたところ、かなりの反響が

あつた。以来、九州から東京までの各地で10数回の

上映会が開かれた。映画は英語版のままだが、逐語訳

の日本語台本が作成されており、それを弁士がよみあ

げれば見る人の理解に支障はない。小人数あるいは家

庭でも見てもらうように、ビデオ (VHS)も用意し

た。気軽に、ぜひ一度利用していただきた0ヽ と思う。

以下、映画の内容を簡単に紹介しておく。

映画は、UDFの設立集会でのアラン0ブザク師の発

言で始まる。

『我々の戦いを象徴する3つのキーワードがある。

その1は 、 “すべて"という言葉だ。我々は、 ``すべ

て''の権利が欲しい。けして、 “いくつか"の権利で

はない。政府がお情けで恵んでくれるような、そんな

VHSビデオ (1985年 )

ものではない。 “すべて"の権利を求める。

その2は、 “ここ''という言葉だ。我々は、すべての

権利を “ここ"で分断されない。一つの、この南アフ

リカで。

その3は、 “いま"だ。 “すべて"の権利を “ここ"

で “いま"実現させよう。』

もつとも有力な反アパルトヘイト指導者の一人である

プサク氏のこの一言に、南アの黒人大衆の求めるもの

が凝縮されているような気がするc

プサク師やその他のUDF指導者の発言と同時に、A
NCのヌゾ書記長が ``ハ ンマー"の立場から状況を分

析する。

『アパルトヘイト体tllは 、国民を無力化し、いわゆる

「改革」によつて、民族解放闘争の目ざすのとは反対

の方向へ押し曲げようとしてきたが、今やその意図は

完全に破産した。

人民はきわめて先鋭的に、この「改革」に対して抵抗

している。いわゆる三人種別議会選挙のポイコットは

そうした闘争の好例だ。また全国的規模に広がつた若

者たちの学校ボイコットも、その一例だ。

体市」がどんなに追いつめられ、残虐になつて、弾圧を

繰返そうとも、人びとは戦いから脱落しない。地域の

日常的な問題を大きな問題に有機的につなげ、たたか

いの手をゆるめない。』

映画の中では、要所要所でヌゾ書記長あるいは他のA
NC幹部の発言がでてくる。正直なはなし、演出家自

身ANCのメンバーでもあり、作品全体がANCのラ

インに沿つたものであることは間違いない3とは言つ

ても、かなり正確に現状をとらえている。

例えば、∪DFの代表を最近までつとめた老闘士オス

私たちはアパルトヘイトに反対 し、
｀
名誉白人″の称号を拒否する/
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カー・ムベタの発言が、その辺をよく語つている。

『わしは南ア解放運動に確信をもつている。必ず解放

の日は来る。南アの人びとの間の空気が、解放の日は

遠くないことをはつきり示している。わしには、わか

る。ほんとだよ。

こまかく話すとね、1960年 に我々が刑務所から出

てきたとき、みんなは我々に話しかけることを1可 とな

くちゅうちょしていた。忘れもしない。それが64年

にムショから出たときには、今度は、みんな、すごく

ビクついていた。間の外で迎えることさえ、ちゅうち

ょしていた。

ところが、80年にムショから出てきた時には、間の

前にたくさんの人が集まつて、わしを取り囲んだ。革

命歌を歌いながらね。町まで戻つてくると、会場一杯

の人が待つていた。わしが知るかぎり、みんながこん

なに先鋭的になつたことは今までなかつた。葬式なん

かで、同じ色を使うことさえ禁止されているANCの

旗が、公然と翻つたりするんだからね。

人びとは、いまや政府の法秩序に、公然とJヒ戦を開始

したんだ。わしは、人びとが政府の法を完全に拒絶す

る日がくるのは時間の問題、と見ている。』

最後に、ネルソン・マンデラの娘ジンジが大集会で父

マンデラからのメッセージを読み上げる。その声明の

中でマンデラは、政府から釈放してやると持ちかけら

れた時にキッパリと拒否した、その決意を表明してい

る。感動的な内容と朗読である。

ネルソン・マンデラとソエト大集会
父のメッセージを読みあげるジンジ

『ポールズモア刑務所に1晨役中の私の父と父の同志よ

り、この悲劇の大地にあつて信念をもつて自由への闘

争を続ける皆さんへ、連帯のメッセージが送られてき

ました。私の父は、自分と同志だけの声を代弁するの

ではなく、アパソレトヘイトに反対する故に獄につなが

れたすべての人々、追放されたり亡命を余儀なくされ

た人々、アパルトヘイトのもとで苦しむ人々、アパル

トヘイトに抵抗する人々、抑圧と搾取に苦しむすべて

の人々の声を代弁して発言します。

父は言います。 (ANCの メンバーだと公言すること

自体、すでに犯罪行為である。)

「私はANCのメンバーである。私はずつとANCの
一員であつたし、死が訪れる日まで、そのメンバーで

あり続ける。私は、皆さんと同じように命が惜しいと

思う。しかし私には、自分の、そして自由であるべき

皆さんの生れながらの権利を売り渡すことはできな0、

私はいま、皆さんと、非合法化された皆さんのための

組織一―ANCの代表として獄につながれている。

人々のための組織が非合法化されている時、私にどん

な自由があるというのだろうか。

いつパス法違反で逮捕されるかと怯えていなければな

らないとしたら、私にどんな自由があるというのだろ

うか。

私は刑務所に開じ込められ、愛する妻は追放令を受け

、行動を規tllさ れてしヽる。こんな家族生活を強いられ

て、私にどんな自由があるというのだろうか。

町に住むのに、いちいち許可を受けなければならない

としたら、私にどんな自由があるというのだろうか。

で０

ラ
・
１

デ
・
２

ン

８５

マ
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仕事をさがすのに、パスにいちいちサインをもらわな

ければならないとしたら、私にどんな自由があるとい

うのだろうか。

大切な、私の南アフリカ市民権がまつたく通用しない

としたら、私にどんな自由があるというのだろうか。

自由な人間だけが、話合いに応じることができる。因

人には、その資格がない。

SWAPO(南 西アフリカ人民機構)のハーマン・ ト

イボ・ヤ◆トイボが釈放されたとき、彼は一切の取引

をせず、また何の条件もつけられなかつた。J

父は続けます。

「私と皆さんとが自由にならないのなら、私はどんな

取引にも応じない。あなたがたの自由と私の自由は、

不可分のものである。私は、かならず、ここに帰つて

くる。」

アマンジャ (権力を人民の手に)!』

この映画の利用は、下記までご連絡ください。

東京都渋谷区恵比寿4-5-23-306
南アフリカ問題研究所気付

アフリカ行動委員会  TEL 03-443-9775

"力
ごカ

■9月 6日 、東京で開かれた「ボタ南ア外相

来日抗議集会」に参加してきました。ボタ外

相来日のいきさつ、背景、それに対する抗議

行動等については、楠原彰氏の「最新南アフ

リカ情報Jで十分に理解していただけると思

います。とくに若い仲間を中心にしたアフリ

カ行動委員会の取組みを聞きながら、大阪で

も具体的に何か出来ることをしなければ、と

痛感しました。

■今回、南ア産ワイン不買 (売 )を呼びかけ

たチラシを同封しました。大阪ではラジオC

M、 東京では電車内の広告にアップルタイザ

―が登場したとのことであり、今後ますます

輸入量が増えてくるものと思われます。南ア

産ワイン不買 (売 )キ ャンペーンヘの協力、

よろしくお願いいたします。

■11月 1～ 3日 、静岡で「反アパルトヘイ

ト全国合宿Jが開かれます。この全国合宿の

様子については、次号で報告する予定です。

■本誌に対するご意見や批判、あるいはアパ

ルトヘイト問題やアフリカをテーマにした原

稿、写真、カット、マンガ等をお待ちしてい

ます。よろしくお願いいたします。

■今回、「ダルエスサラーム通信」は都合に

より休載します。 (霜 )

私達に何が出来るか

最新南アフリカ情報一一日本人 “あ
なたがたは いつたい何者なのか"

アフリカ山村生活体験の旅

「俳句とアフリカJ

国連ナミビア会議報告

This ls Apartheid(第 4回 )

一 分離と支配―-        1

1

2

6

7

8

1

反アパルトヘイト資料紹介
映画「燃えあがる南アフリカ !

南ア解放組織 UDFの記録」  13

編集あれこれ           15

反アパル トヘイ ト
■発行 こむらどアフリカ委員会

■郵便振替 大阪4-35095

ニ ュース
〒578東 大阪市若江南町 1丁 目6-3下 垣気付

T[L(06)722-7266(夜 のみ )

■購読料 1500円 (6号分、送料込み )

私たちはアノウレトヘイトに反対 し、
｀
名誉 白人

″
の称号を拒否する/



対1‐註 底魏

薄i…1フ 轟畠ポイ整、井、の井
警社撃蟄t密蛹‰ メ豊 島ょうこび中し上l丁 よマ

´
。実組織あ1~=

より 轟許じ下さゝ 。ヽ乗Jttt r■ 亀うどアフ1」 ヵキ曇食#導 、議ア

フ:´′力箕和国のァjヾ喉れへ、イトとモなと支ん糠畠本、働率発に

順湾れ、|た54∩廊雄糞ヒ轟鳥為在藤破サで涯塾纂燿こで1、 3露ふ 0薔争

轟 iro 7ぽ :レなへ、イト、ilつ 1ヽ て1轟 、色梵鰈員ず番懇子も言いと思

、、通鷲碍t ノン.誉

鐙ζハ漁ムがフに、すク毅p凝≧ム 暮ヽ毒魚メ、瀬と、主ム白争疏J産

β鶴:・ 鐘摯lι 、見鑢とく )ヽ轟 体制き、翻還■も｀t織だ責ξ奪3ぢι

華
り
として竜プ毛幸革康されてぃ轟奪。 こφ浚爾ll街 串亀果、金人慮、

政糞こょ鳳墨竺艦 i〔,7115① :こ 、盛AI思奪
｀
だ■.叙φ総14i■

よそわゴtで ハ載砲 イ毒よりt′ 黒よ、:■ ば白姦tふ盤添fiも なtヽ ことが

黒A鵜め整暑ぬキ癬習の廠懇i■ 憲)で い意事.

・フiflし れへ4ヽ 覆為義避邑警ヵ)顧 、イ)t,畿
・
ア」L藝豪ミ∩涯藝勢撼が

う 亀紳装畠で議会t銀 な4ノ′ξ人、また鰺偶織義権摯_ご っがなれ、

議7れ裁襲色轟専i豪 ど働せi零時なうねりとちliマ tヽ 患奪。1義 壌

tう 各lく も鎌還と梁ぁ■した。

ヒ_■ ■でD本 :こ どうてヽ1_さ う。 一尾認υ為球、きたスコtJ轟 1絶して静」

為aざ勢8取って、ヽ意奪が、も:|ご豪経食離い F魚及査たが幸毛

手|い ■イ食に日本企業が上ぶ、こg郡 こヽ、奪ゃ義v挙 嘩議マ0ア パ:し

トヘ′f注 ti_ん δ最た曇瞥亀ぶ戦争1曇 ヒ雲11つ つ轟∵まげ。



瓶o申洩本鼠番緯ごた維差̀摯 1竜亀'ボ 世界中がら継挙に藁ぎt.■ .

が、その背軍に選ミ.錯 経奪́
ず
為にく、、鐵応たち崚夕勢る、ヽら3と,言

為象で:lよ 奪。議ア最本、c泰1益蠣tむ轟秘壼1主 人畳l=畷 t、 森■,

てれ鶴ミ.と も奨魏窯さごく鶴ら象む 暮ヽ等し

患豊感 秘義Q協寿と得て、議マ益轟qボイコットt衛 Lヽ 亀

l、 こ麗ふ卜、轟鳶。翌呼らでヽ瑕:う ふ轟
・
で、哺ウイン・ルlュ ースがあ

り↓可もこのつインは極人量孟曇下て機く黒人券儀理によフ鷲

イ筆ちれて、ヽ導すが、瞳 tイ象箋金で饉堪く「ゞ檸き懇く、侵金が
'

ア4ン る夜ふわ颯墓魂、7ん学ボな夜鏡t轟識糧ント、言奪像
｀
た爆義億 :=多 墓夕呻らん犠リィ ン4恵 轟 え仇換ヒ素 ひム晨雄1、 彗鳶.

雪漁こ恥聰、、しないギ、導,C)サー警ワイスネグギーダ、マッ

泌|レ タイずゝ 鱗①轟T轟品の住民ヒ轟義宅衛わな、、。

◎ 輪χ機曲オrゃ 卜|ヾ
議鏡,ゃ身脇鈎轟曇とぃ幾みら、上記Q

轟轟の難lλ &中 止.《 3慧 で't轟警塩中止していたば竜亀い鬱

◎  蠣社。セ″ ,し.K:■ F島社がフlfル /ヽ、 ィト1,叢揚たして 、ヽ3

ア晨り取扱わ槙ヽヽ轟ね、1轟レ竜していなお
｀
き凱 、。卜1上 で奪。

ね島1苺 、穐島痣、単L:亀 ■義3島 略、織t( それらな進むて

批鍛:=L塩支.ビ絶
=理

彙され3と し3と 考んていき奪.援 仇亀逸ぷ

翼tよ、Q棒崚t滋織り轟
‐
『喘リイン峰 t費1れば、意の儀轟に携が

?華 患寸。k縫難馨輝・ 意;、 憲)て 麟lこ とtヽ .そ れが孝響
・な軍,

′?お 4,,鞣 ぬ 霧

違ぽ し電 7」り島曇曇心  毅il絲着逸霊町1-←IT壌 資(‡



終 釈 織 尊 興 鋼 糎

卜J烏 噛鞠ゝ卜蟄釈臨輔くH像

莉
然喩
「
麟
辱
職

（摯帥鰤静苺）

）
椰
〓
お

駅
∞

暑
密
黒
基
糎
委

蒸

伸

♪

調

末

ポ≦
0く
薫枢
轟
轟

要
⇒

悩
二
毎
お

い
碍
壌

ｓ
掟

撥
小
句

勲
範
導

．鋼
儀
尋
翠
Ｏ
ャ
　
．せ

夜
褻

ご

′０
轡
米
鋼
職
轡

．”
３
轟
傘
∝
Ｅ
増
こ

，ｏ

Ю
お
）
撻
騨

．（一　
　
　
　
だ
０
裂
、一
代
至

，●

二
議
職
ｅ
鞍
軽

ム
ヽ
ィ

ム
式
く
ヽ
．
幹

Ю
む
０
０
悩
橘
Ｃ
晴

．ｏ

つ
い
へ
筆

．「
　
　
　
哺
Ｓ

，
伸
手
魔

ご

６
響
懸
磨

．め
　
　
　
　
　
っ
く
ぶ
堅

．【や

（
彗
）
製
ぶ
題
装

Ю
む
０
０
贅
「
ｅ
同

，ｃ

つ
ト
ヘ
軽

．一）
　

　

Ю
Ｓ

，
苺
葛
堅

．ｏ

３
轟
悪
騒

ぶ
　
　
　
　
　
ヾ
総
不
磨

ご

（彗
）
―
く
」
ミ
ー
ヽ

寝
郵
緊
督
．輔

Ю

ヽ
モ

一

．
つ

３
轟
３
）
ｏ
緊

．綸

Ю
む
筆

づ

３
轡
′
０
）
（ヽ
鵞

∬

つ
Ｓ
争
）
卜

．・

Ю
３
）
ρ
牽

ご

―
卜

や
熟
式
卜

か
ヽ

や
Ｓ
争
）
卜

ご

Ю
６

）
ｏ
牽

ご

（
計
ヽ
―
く
ヽ
特
）

λ

や

い

寝
郊
緊
搭
Ｏ
禅
爾

ニ

３
栂
卜
）
べ
檬
押
懸
範
尋

鷲
縦
尋

Ｏ
）
黙
橘
湛
や
緊
洋
藤
繁
≦
ポ
■
Ｏ
撻
颯


