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われわれは、社会正義の実現と南アフリカ・ナミビア民衆の自由のための闘いとの連帯

をもとめて、1988年8月26日から29日にかけて、ここ日東の東京に集まり、第1

回反アパルトヘイトアジア・オセアニアNGOワークショップを開催した。

このワークショップは、東アジア・東南アジア・オセアニア・ハワイにおける抑圧と差

別と闘ってきた人びとが、南アフリカ・ナミビアにおけるアパルトヘイトに対する闘い一
一それをわれわれはわれわれ自身のものでもある正当な厨いと考える一一への支援を表明

するために集まったという点で歴史的な出来事である。

このワークショップは次の目的をもって開かれた；

1．最近増大する、南アフリカと日大・台湾・韓国・香港の東アジア諸国との間の経済的
・政治的・文化的関係について検討する。

2．アジア・オセアニア・太平洋地境における反アパルトヘイト運動の協力と共同行動を

強化するさまざまな方法を話し合う。

3．南アフリカ・ナミビア民衆の、アパルトヘイトに対する解放闘争を支援する共同行動

のための具体的提案を作成する。

4．参加者のそれぞれの地境における問題と民衆の希望を共有し、互いの連帯を表明する。

われわれ、アオテアオラ（ニュージーランド）、オーストラリア、香港、日東、韓国、

マレーシア、フィリピン、台湾、ハワイ、および南アフリカの解放諸組織、関係諸団体か

らの参加者は、太ワークショップを組織した日太反アパルトヘイト委員会の熱心な主催ぶ

りと歓待に、心からの感謝を表明する。

さらに、われわれは、国連反アパルトヘイト特別委員会、および日大の関係諸組織から

与えていただいた支援に深く感謝する。

われわれは、また、このワークショップに援助していただいた、世界教会協議会・人種

主義と闘うプログラムへの感謝の意を表明する



1．根太原則として、アバルトヘイトは「人道に対する罪」であるということに、われわ

れ全員が合意している。そして、アパルトヘイトに協力するいかなる国、いかなる個

人もこの同じ罪の共犯者である。

2．アパルトヘイトは、「人道に対する罪」として完全に廃絶されるべきであるから、わ

れわれの主な共通の目的は、南アフリカに対して包括的で義務的な経済制裁を課すこ

とである。制裁が効果的に課せられないならば、アパルトヘイト体制はさらに長引く

ことになり、南アフリカ・ナミビアそして南部アフリカ地域にわたるテロリズムと俊

昭行為は増大するであろう。

3．国連の対南ア武器禁輸捨置が厳格に実施されることが肝要である。そして、この捨置

に違反する名は摘発され非難されねばならない。南アとの軍事上のまた扱開発におけ

るあらゆる協力が停止されねばならない。

4．われわれは、とくに、台湾、イスラエルと南アとの軍事上のまた核開発に着ける密接

な協力を星重し、これを停止させるキャンペーンを進めることを決議する。

5．日太、酉2軋　イギリス、アメリカは、南アの最大の貿易相手国であり、その政府は対

南ア制裁に対する最も猿極的な反対書である。これ臥　これらの国々における制裁実

施を支持する圧倒的な世論に反している。われわれは、効果的な㈲蕊を確保するため

の世界規模でのキャンペーンの一環として、参加者それぞれの国における格別のキャ

ンペーンを組織化することを誓う。

6．東アジア諸国、とりわけ日大、台湾、韓国、呑蕗は、世界の他の諸国が対南ア経済制

裁を課しているときに、南アとの貿易を増大させている。われわれは、これらの国々

が、制裁破りの役軸を果すことによって、アメリカ議会、EEC、英連邦、北欧諸国

によってませられてきた制裁を無効化し、アパルトヘイト政権を助けることを止める

よう強く要求する。

7．われわれは、太ワークシaップにその代表が参加している各グループ間の密接な連絡

を維持することに同意した。われわれは、アジア・オセアニア地域で活動する他の関

係NGO（非政府組織）、とくに地域的組織との関係をも強めていくであろう。われわ

れt、審接な連絡という目的を達成するために、ネットワーク梯橋を設立し、南アと

の結び付きをもつ各国政府や企業の活動にかんする情報を交換していきたいと思う。

8．そのような情報交換にもとづいて、南アとのつながりを鎧持している政府・企業の対

南ア関係を停止させるための共同行動を起こさねばならない。とくにシェル石油に対

する国際的なボイコットキャンペーンを、当地域で強化することに注意が払われるで

あろう。

9．さらに次のような共同行動を起こしていこう；

1．ネルソン・マンデラおよび南ア・ナミビアにおけるすべての政治囚の釈放を

二求めるキャンペーン。

2．シャープビルの6人および死刑判決を受けている他の愛国者たちの死刑執行

を停止させるためのキャンペーンの強化。

一2－



3．ジュネーブ協定にもとづく戦争捕虜の待遇が、縮らえられたすべての自由の

戦士に対して与えられることを：まめるキャンペーン。

10．このネットワークはまた、当地戒における各国内で起きている人種主義や人権侵害

の動きにかんする情報を交換しなければならない。そうすることによってわれわれは、

人踵主義と人権侵害を非難し廃絶するための国際的な行動を通じて互いに助け合うこ

とができる。われわれは、当地域におけるあらゆる形態での植民地主義に反対するこ

とを確認し、正続な先住民の要求を支持する。

11∴太ワークシaップ参加者は、ナミビア解放のためのSWAPO（南西アフリカ人民

機構）の同いに、心からの支持を差し伸べる。われわれは、とくに、ナミビアをめぐ

る情勢の最近の展開が人種主義政権の弱みを示していることに元気づけられている。

ナミビアの日（8月26日）を最近祝ったあと、来年のこの日が自由で独立したナミ

ビアの樹立を画するものであることを、われわれは期待するものである。（太ワーク

ショップにSWAPOの代表を迎えられなかったことはまことに残念であった）

12．アパルトヘイトとの協力はその罪の共犯であること、そして、それに対する共同行

動の必要性を認めるがゆえに、われわれ、太ワークショップの参加室は、次のことに

合意する；

1．日太を南アの最大の貿易相手国にならしめた日大政府・企業を非隷すること。

2．JETRO（日東貿易振興会）事務所をはじめとする日太政府の在外公館に

焦点をあてた共同の抗議行動を開始すること。その第一歩として、この行動

はアジア・オセアニア地域を通じて行われる。

また、とくに付記しておくが、太ワークショップへの日大と台湾からの参加者は、アパ

ルトヘイト政権から「名誉白人」と呼ばれることに耐えがたい恥辱をおぼえる。そしてこ

の恥ずべき称号をきっぱりと拒絶するものである。

13．われわれの連携と協力を特捜していくために、関係する人々との相談の上で、次回

の集まりを近い将来に準備したいと思う。次回の会合は、アパルトヘイトの解体と正

義の勝利のために専心している人々や諸組織の一居広い参加を得るものとならねば

ならない。

14．最後に、未ワークショップ参加者は、南ア・ナミビア民衆の英雄的な闘いと決意に

対して熱烈な挨拶を送る。同時に、南部アフリカ地域における民衆解放のl好いを断固

として支残してきた前線諸国の政府と民衆に敬意を表する。われわれは、嫌悪すべき

アパルトヘイト体制に対する臍いを、引続き協力して支援していくことを誓う。

以　上



「及アパルトヘイ　トアジア・オセアニア地玖ワークショップ」（AAAOW）

開催にあたって・・・今なぜアパルトヘイトとアジアなのか？・・・

基調轍告にかえて／描6．271988／TOKYO

《日本反アパルトヘイト番長合・AAAOWコーディネーター・グループ》

病原　彰

♯　世界のそしてまたH本の諸地域で、アパルトヘイトならびにさまざまな抑

圧や差別と闘っておられる皆様才とお合い出来たことを、たいへん堵しくおも

います。　ようこそ、争剛はずれの猛暑の日本においで下さいました。

私達が日本で、このような泉アジアでは初めての、市民グループによる友ア

パルトヘイト・草の根ワークショップを開こう￥漂い至ったのは、亘として次

の二つの理由からです。

一つは、南アフリカのアパルトヘイト政権にたいする国際的な経済制裁強化

の動向にもかかわらず、泉アジアの、日本、台狩、韓国、各港、といった諸国

諸地域が、ア′りレトヘイト政権との経済関孫を飛躍的に増加させ、アパルトヘ

イトの強力なパートナー1二なってしまったという理由です。しかし、及アパル

トヘイトの声は残念ながら、それbの諸国・藷地蛾では大変小さいものです。

だからといって勿論、及産別・反抑庄の闘いがないということでは全くあり

ません。これまでそれらの諸国や地域での飼いが、及アパルトヘイトの闘いと

直捜つながることがなかっただけです。

ところで、日本は申年約42噂ドルの南アとの翰由・人椅額を記録し、世界第

一位の貿易パートナーになり、台袴は8占辛かb87年にかけて対南ア好易は67％

も伸び、9　ト千万ドルにも適しました。南ア在住の両国民とも白人政権によっ

て“名替白人’の荷漣を与えられています。

二つ甘の理由は、これまで欧米の諸都市で何十回となく開催されてきた及ア

バルトへイ＝国際合議にたいする若干の不満です。これまでの国際合議では、

第三世界の民衆や市民グループが参加することは、さあめて希てした。第三世

界諸国・諸地域の民衆にとっては、自国のあるいは自分の地楓の抱える、アパ

ルトヘイト間魔に勝るとも劣らない同社な諸課題を克服する通牒でしかアパル

トヘイト間確についても語ることができないわけですが、そうした事はこれま

での国際合法ではあまり閏確にされてざませんでした。

このような理由から、私達は束に小さな市民グループですが、画壇・及アパ

ルトヘイト桐利春見合ならびに国内のたくさんの組織や個人の濃勒・協力をえ

て、「及アパルトヘイト・アジア・オセアニア地域ワークショ・ツプ」の剛確を

決心しました。「合議」とせずに「ワークショップ」としたのは、決議を患い
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で出したりすることよりも、参加者の相互理解と協同作紫を大切にしたかった

からです。互いに相手を理解することからしか、共同作美は始まりません。

そしてワークショップの冒標を次の三つに据えました。

①アジア地域の民衆が直面しているさまざまな同質・固有の間魔《人権・民

主化・統一・骨困・民衣産別・開発・鵡塗的暴力等々》を語り合い、またそれ

に耳を傾け合い、アジア諸地域での反アパルトヘイト運動の可能性を凝る。

②最近急速に深まりつつある東アジア諸国と南アフリカ・アパルトヘイト体

別との綴講的・政治的t文化的関係の実態を明らかにし、アジア・オセアニア

太平洋地楓における民衆レベルの、対南ア経済制裁の多様な方法を検討する。

（参アジア・オセアニア・太平洋地現における及アパルトヘイト遊動の共同行

動の模索。南アフリカ解放組餞と東アジアの及アパルトヘイト労力との檀常的

な交流を検討する。

※　南アフリカ国内では数年におよぶ非常事態体別にもかかわらず、そしてま

た今年初めのU即（統一民主戦線），AZAPO（アザニア人民磯城）、軍の反アパル

トヘイトけ団体と南ア寛大の庶人労組団体COSATU（南ア労働組合合洩）に対す

る活動停止処分にもかかわらず、自由と解放を求める民衆の闘いはますますそ

の深さと広がりを増しています。黒人労働者のストライキ、学生や子供たちの

アパルトヘイト教習反対運動、タウンシップ住民の家賃・バス代値上げ反対遊

動、解放勢力の激い、ゲリラ活動、白人骨年の徴兵息毯運動、川K人丁以（ズール

ー民族の政治集団）や武黄白哲団等の反動労力との及アパルトヘイト労働着や

市民の囲い…・が続いています。】984キ9月の新たな黒人蜂起発生以東

3000人の人々が殺されました∩　その多くが黒人の子供や甘辛たちです。南アフ

リカには肯くから、“自由の木は血潮をそそがれて甘つ”ということわざがあ

りますが、それはあまりにも題頑なことわざです。

もうこれ以上南アフリカの子供や女性や労働着やフリーダム・ファイターの

血を流させないために、アジア・オセアニア・太平洋地域に住む私達が何がで

きるか、知恵を出し合って考え合ってみましょう。

最後になりましたが、次の私達の砲戦だけはお信えしてだきたいと思います。

日本には、他のアジア諸国に比して、公然と日本政府や企業を批判し、友アパ

ルトヘイト運動を展開する自由が存在しますが、それは他のアジア渚画や他の

第三世界諸地玖からの、日本の経済均・文化的収奪に支えられてのことである、

という揉戦を私達はもっています。ですからこのワークショップはまた、日本

ならびに日本での私達の及アパルトヘイト運動そのものへのきぴぃ、耽判の場

になるだろうと覚悟しています。ありがとふございました。

アマンジャ、ングゥェツ！　ア　ルッタ　コンテヌーア！
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『第－回反アノヾル　トへ一√　ト　ー　アジア

オセアニア地：域N GOワー　クショ　っ′ブ』卒院巻

末稿臥今年8月27日から30日まで、東京の早稲田奉仕園を中心に開催された「第
一回反アパルトヘイト・アジア・オセアニア地域NGOワークショップ」（AAAOW）

の報告である。会議の議論は多岐にわたり、ここにすべて拇載することはできない。未稿

は筆妻の責任において、中心的な議題になったと思われるものだけを選択し、まとめたも

のである。詳細な報告は、後に発行されるであろう報告集に任せたい。

この会議を開催するにあたって数多くの方々のお力添えをいただいた。太来ならばその

方々のお名前をすべて掲載すべきではあるが、紙面の葛台上それもできない。これもまた

後の報告集に任せたい。ここでは単に、心からの謝意を表明したいと思う。

当初、AAAOWは東京での会議の終了後、広島に場所を移す予定になっていた。残念

ながら参加者の都合上、それは出来なくなった。AAAOW事務局の不手鋲もあって、準

備をすすめていた「広島アフリカ講座実行委員会」の方々に多大など迷惑をおかけするこ

とになってしまった。紙面を借りて謝罪させていただきたい。

東アジア言古巨lとアノヾル　トヘイ　ト政権の接近
欧米の企業が南アから慮過を始めると、その穴埋めとしてアジア、特に日太・台湾・韓

国・香港等が急速に対南ア関係を深めてきた。

日東と南アの結びつきは1960年代から括発化する．1960年3月21日、南アで

シャープビル事件が起り、つづいて最初の非常事患宣言が発令されると、欧米企業は先行

き不安から投資を引き上げはじめた。南ア政府は危機感を強め、日太に接近してきた。日

大は翌1961年にかけ貿易量を倍増させこれに答え、1961年、日大人は「名誉白人」

待遇となる。

従来南アの貿易横道はF原料la出一製品輸入』というものだったが、世界中から孤立化

させられるにつれ、1970年以降、南ア自立化の適を歩み始める。これに応えたのも日

大である。

AAAOWの報告者の1人アジア太平洋賃料センターの北沢洋子は日太の多国籍企業は南

アから莫大な豊の天然雉を輸入する長期契約を結び．同時に重工業のプラントを飴出す

るようになり、そして日大政府はこのプラント輸出に資金権助をするなど、全体として南

アの工業化・自立化を促してきたと言う。

日大・南アの貿易篭忙ついては図1．を参照していただきたい。両国の貿易を品目別に

見ると南アにとって日東がいかに重要な国であるかがわかる。

たとえば、石炭は南アにとって第2位の輸出産品（1位は金）だが、日東は1986年、

約4億ドルを輸入し第1位の輸入国になっている。その他、非貨幣用金が2位、プラチ

ナが2位、鉄鉱石が1位、アスベスト（石綿）が1位、トウモロコシが2位、砂糖が2位、

水産物が2位等々（いずれも1986年の統計）。これらの産品は南アにとって重要な抽

出産品なのである。また日大は、捌出国ではないが、勒脚の輸出国だと言える。
コンピューターなどがそのいい例なのである。
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2691億7900万円　　　　　　　　　3283億5600万円

台湾は、東アジアで唯一南アと国交を持ち、様々な分野で技庸提携や留学生の交換を行
なっている。1987年には対南ア貿易額が前年比67％増の9億1千万ドルにのぼり、

投資も増大するなど、結びつきを強化している丙国は、1976年に大使館を相互に設逢

し、漁業、航空、貨物などの分野で協力協定を締結し、世界中の国々が拒否しつつあるス

ポーツ交流の分野でも関係を維持している。

両国がこれ程までに関係を深めているのは、世界の中の「孤児」と言われているからだ。

両国に加えて、イスラエル、チリはその行為のため、常に世界の世論の批判の的になって
いる。これら四国の共通点は、時期は異なるものの武器禁輸捨置を国連から受けている。

そのため、相互間に軍事・武器協定を結んでいる。たとえば、イスラエルが開発したガブ

リエル・ミサイルは、南アでスコーピオン・ミサイルとして使用されさらに台湾で臥

シーオーフェン・ミサイルとして使われている。また三国は共同で核開発を行っているこ

とも．今や、公然の秘若になりつつある。特に重要なのは、南アやイスラエル産の武器は、

「実践にてテスト済み」というコピーをつけて売却されていることである。台湾は南アか

ら相当量・額の武器を購入しているといわれている。（台湾の対南列島人類については

表1．参照）

香港の対南ア貿易額の推移は表2．のとおり。イギリス植民地である香港臥クルーガ
ーランド金貨、鉄とスチールの輸入禁止、南アへの新規投資禁止などの結宜をとっている。

香港の重要性駄ここがシンガポールと並んで、各国が対南ア経済制裁を破る抜け道的

存在として利用していることであろう。たとえば、石炭に関して、香港はアジアにおける

重要な基地になりつつあり、多国籍企業「トータル国転石炭社」が、香港の「＜チソン・

ホワンポア社」と提携して∴東アジア諸国に南ア産炭を供給するための三っつの会社を香

港内に設立（1986年）した。対南ア全面制裁を実施している中国は、香離由で40

万トンの南ア産石炭を輸入している（1985年）。

韓国は南アとの貿易統計を公表していないが、国際通貨基金（IMF）は韓国の対南ア

輸出入組3億3千万ドル（1984年）という数字をあげている。

人的交流の分野で臥韓国は南ア国内で不足している中間技縮者を補足する役割を演じ
ており、70年代後半から80年代にかけて、1、000人以上の溶緩工を中心にした技

萄者が南アに渡った。また最近では、電善・馳械メーカー等の企業進出も見られる。
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香港の対南ア貿易
Hongkong－SA Trade 風位香港L几

H。ngKonFS

ア＝7　リカ人民族会議（ANC）と
汎ア＝7　リカニ＿ス　ト会議（pAC）の対二立：

南アフリカの亡命解放組織として、二つのグループが存在する。一つはアフリカ人民族

会議（ANC）といい、多人種協調路線をとる。もう一つは、汎アフリカニスト会議（P

AC）といい、1950年代、ANCから分かれ、「崇」人」だけの力による解放を考えて

いる。両方とも1960年に政府によって非合法化され、外国に拠点を置いて活動してい

る。二つの組織の対立は「路線問題」もさることながら、南アの解放劇争と解放後の南ア

のイニシアティブをどちらが握るかという対立でもある。現在のところ、ANCはその外

交教略の成功により、またPAC内の内部対立もあってPACに対し優勢な立場にある。

南ア国内でも支持老が多く、警祭や軍により1投書された犠牲者の棺がANCの旗（黒・綾
・金の三色）にくるまっていることがある。

ANC・PAC双方の代表をこの会議に招待したことにより、期間中、対立が表面イヒす

ることは、当初から予想されていた．しかし、それは意外なところから現われた。

会議の二日臥　オーストラリアから参加したジョン・ムーディーがその報告の中で「ま

ず私達（オーストラリア反アパルトヘイト運動調整委員会議長）すべてが南アフリカの鰯

故運動としてアフリカ人民族会議を支持し、認めている」と発言した。これに対し、pA
C代表ジョセフ・ムクワナジが次のように異論を唱えた。「組織を代表した者としてひと

こと言わなければならない。なぜANCだけを認めているのか。私達PACは国連の場に

おいても、南アの解放組膿として認められている」。ムーディーは「pACは南アの解放

連動で何の役割も果していない。国象組織による認知にしても、たとえばOAU（アフリ

カ統一機構）はかつて．アンゴラのテロリスト組UNITA（アンゴラ全面独立民族同

盟）を認めていた」と反論した。議場にいた、タンザニア、ザンビア大使館且は怒ってい

た。

ANC東京事務所代表ジュリー・マツイーラはこの議論に加わり、ANCが南ア解放闊

争において果たしてきた役封を話した。

議場は騒然となった。議長団はこの会議のコーディネーターの一人、植原彰に発言を二求

めた。権威は次のように語る。r私達日東反アパルトヘイト委員会は多くのアフリカとり

わけ南アフリカの自由の戦士たちを呼び、日太で濃演してもらった。ANCのC・チョア

どきん、PACのM・ジャクソンさん、黒人意義運動を南アで行っていたネンゲクールさ
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ん・サッツ・クーパーきん、民主続一組のアラン・ブーサックさん。その一人々々が．

日大でアパルトヘイトの残酷さ、それへの日大の加担を非難し、そして聴衆に希望と感動

を与えていった。私達は．南アに住む人々が、アフリカに住む人々が好きなのです。AN

CかPACかを選択するのは南アの民衆自身である。」

欧米型反アノヾルトヘイ　ト運動（ヨこ何を示すカー

南アの白人政権と稟アジア諸国との関係が深化し、後者の前著に対する加担の度合が強

くなったとはいえ．それぞれの回・地域の中でこれにすぐに呼応して、反アパルトヘイト

運動が組織化されるわけではない。それは韓国から参加された印名鋲がいみじくも語った

ように「東アジアの国々は自分達の問頴で手一杯」だからだった。

ヨーロッパやアメリカではここ数年、反アパルトヘイト市民運動が急速な盛り上がりを

示していた。アメリカでは預金引出しや株式引き上げ運動などにより、南ア進出銀行・企

業に圧力をかけ、緩々と南アから撤退させていった。一昨年にはレーガン大統領の拒否権

をくつがえして、包括的反アパルトヘイト法が成立、今回の大統領選でも、民主党は南ア

を「テロリスト国家」とする方針を打ち出した。イギリスでも、4年間にわたってN・マ

ンデラ（反アパルトヘイト運動の象徴的存在。25年以上ものあいだ政治犯として嶽中に

いる）釈放キャンペーンを行ない、今年七月にはには25万人も集めて大衆行動が行われ

た。

このような欧米の市民運動を経験した人達臥アジアの国々の反応の「鈍さ」に焦りを感

じたようだ。そして、アパルトヘイトがいかに重要な問題であるか、それに反対する運動

がいかに必要であるかを強封する。

ジェリー・マツイーラは大官次のように諮った。「世界にはさまざまな差別問題が存在

する。そしてそれを解決しようとする多くの運動も存在する。しかし、その中でも、アパ

ルトヘイト問題こそトップ・プライオリティー（最優先権）が与えられてしかるべきだ」。

なぜアパルトヘイトに反対することが、どの国・地境においても優先されるべきなのか。

国連の専門委員としてこの会議に出庶し、自ら「南アの軍事・核開発への国際的加担行為

に抗議する世界キャンペーン」を主宰するアブダル・S・ミンティは「アパルトヘイトは、

単なる羞別間顔ではなく、南部アフリカひいては世界の平和に脅威を与えているJからだ

という。前述したように、南ア・イスラエル・台湾の共同核開発、さらに、南ア製式羊が

「実践にて実証」ということで世界中に売却（南アはイラン・イラク戦争で、双方に武器

を売っていた）きれる。また、南アに支援されたテロリスト組織が、南部アフリカ諸国の

政治・経済を混乱に陥れ．南ア自身もこれらの国々に何度も爆撃を加えている。アパJレト
ヘイト問題は、たしかに「人種差別」という範喝におしとどめられるべきではない。これ

ゆえミンティは、マツイーラと同様に「アパルトヘイトは世界の様々な問題の中でも優先

賜位が上にある」と結論づける。
一九ノヽワイから参加したトーマス・マウンテンは「アメリカの反アパルトヘイト運動

は盛り上がりを見せた。しかし．ここ一年ぐらいで鎮静化してしまった。また．反アパル

トヘイト連動の活発化と裏腹に、アメリカ社会、特にアメリカ黒人の情況は悪化している。

アメリカ黒人の75％は公民権運動以来情況は悪くなっていると言っている。ジェシ‾●

ジャクソン（アメリカ民主党の大統領遼立候鳶者。黒人。アメリカの反アパルトヘイト運

動のリーダー）は残りの25％の人達に立脚して運動を進めたにすぎない。アメリカにお

ける反アパルトヘイト連動は自国内の問題に取組むことから逃げだしたところで行われて

いた」と言って反論した。
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これに対しミンティはイギリスのマンデラ釈放キャンペーンを例に挙げて「（大衆行動

の中に）イギリスにおける人種主義の閏顔を入れたら、あれほど大きなものにならなかっ

ただろう。（行動参加者が）その間題に触れなかったことは残念だし、正しい方法とは思

えないが、多くの人達が一つの問題に取り組んだということが重責なのであり、この間勉

が解決したら、次の間題にというように、段階を踏んで展開することが必要なのだ」とし、

さらに「それぞれの国の人種主義や差別問題とアパルトヘイト問題を混同しない方がいい」

と発言した。

ミンチイの発言がはからすも象徴しているように、これが欧米型の反アパルトヘイト運

動の有り方であり、アパルトヘイト＝トップ・プライオリティが前提として存在している

のである。彼らがアジアの国々の連動に感じた焦りは、欧米型の運動をアジアにあてはめ

る中から生じたのではなかろうか。

しかし、繰り返しのべるように、東アジアの国々に主汀、て反アパルトヘイト運動は自国

の様々な問題を克服し、それと一体となるなかでしか取り組めない間錮なのである。つま

りアジアの反アパルトヘイト運動臥欧米型のそれとは異異なものになるに違いない。

この点で多くの示唆を与えてくれたのが、ニュージーランドから参加したシャイン・フ

ィリップスであった。彼はニュージーランド先任民族7才リ人だった。

ニュージーランドの反アパルトヘイト運動は、1969年、ラグビーチーム「オールプ

ラックス」の南ア行きに反対する行動として始まった。この運動まニュージーランドで広

汎な支持を受け、南アのラグビーチーム「スプリングボックス」が同国に来た時にはL競

技場内に反対派が乱入、試合をできなくさせてしまった。

同国で反アパルトヘイト運動が草の根の運動として広がったの駄マオリ人が運動の中

に参加するようになってからだった。1950年、オールプラックスが南アに行った時、

マオリ人は派遣メン八一から険かれた。南ア政府がビザを発給しなかったためである。

「我々は名誉白人にもなれなかった」とフィリップスは言う。その後、ニュージーランド

政府は「マオリ人にビザを出さなければチームを行かせない」という政策をとったが、マ

オリ人達はこれに激しく反対した。「マオリ人が南アに行けるかどうかが問題ではない。

南アとスポーツ交流をすること自体が問題なのだ」と。

フィリップスは結論づけて次のように語った。「ニュージーランドの反アパルトヘイト

運動が草の根の運動として広がっていったのは、国内の人種主義の間崖といっしょに繰り

広げていったからではないか。もし．国内閏麺に日を閉じていたならば、まったく偽善的

なものになるだろう」。そして「アパルトヘイトはマオリ人にとって．自分達にむけられ

た刃だ。アパルトヘイト問題を利用して、マオリ人は自国内の人種主義の間鰯を顕在化さ

せてきた。アパルトヘイトをなくすことは、全世界の着色人種の＃故につながる」。
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アジアiこおIする反アノヾル　トヘイ　ト連動
－　－闘う仲間と　しての遥巨帯－－

欧米のリベラル蕨の人々にとって．アパルトヘイトは自己を映す鏡なのではなかろうか。

彼らが清算しようとしている人種優越観、植民地主義などに南アフリカの白人は固執する。

反アパルトヘイトは白人の「良心」を賭けた闊いなのだろう。

で軋　アジアについてはどうなのだろうか。おそらく、それは南アの黒人達との共通の経

験に基づくものであるにちがいない。
前述のフィリップスはこの点について、ニューカレドニアの独立扁争を例にして発言し

ている。フランスからの独立闘争を行っているニューカレドニアでは、小学校に入る前の

小さな子供まで南アの反アパルトヘイト運動やマンデラの名前を知っているという。そし

て定期的に南ア人民支援集会が開かれる。彼らにとって南アの闘いは象徴であり、支えな

のだ。

フィリピンから参加したマリオ・マバナオ（フィリピンキリスト教協議会調査研究乱

フィリピン・アフリカ人民連帯委員会）は、「フィリピンの民主主義を求める闘いと南ア

の反アバルトヘイト闘争の共通点」を強調した。この二つの国の人々は．植民地主義・多

国籍企業の支配・人種主義・軍事支配・地主支配など数多くの共通の歴史的経験を右する。

フィリピンではこの共通点の多きのために、ゆっくりではあるが着実に反アパルトヘイト

運動が広がっている、と語るのだった。

韓国から参加した印名鮒ま．「今まで、私達は国内の民主イヒ問題で鴇一杯で国際連帯運

動に関心を開く暇もなかった」という。彼自身、1970年から14年間ものあいだ、腋

券が発給されず、週去に4度拘禁されている。しかし．最近になって韓国をとりまく情勢

は一変した。「私達は民主化闘争について常に国際連帯を求めてきていた。ところが、私

達も、今．国際連帯運動を始めなければならない。それはアジアや南アフリカに韓国の多

国籍企業が進出し、日東に似てきたと聞くようになってきたからだ」。そしてr遅すぎる

かもしれない。しかし、民主化闘争に取り組んできた長い経験の上に立って、反アパルト

ヘイト連動に取り組む」と言うのだった。その舶「反アバルトヘイト運動駄国内の問

題に取り組んでこそ、太物の運動になる」ということを忘れずに亜召していた。

マレーシアから参加したチャンFラ・ムザファー（社会改革連動アリラン代表。アジア

人権委員会理事。昨年10月、マレーシアで国内治安法により速抽された93名のうちの
一人。昨年12月釈放された）は、以上の意見の上に立ち、すべての人権抑圧体制がこの

地攻上から一掃されるために、経済的・政治的観点たけからしか築かれてこなかった世界

秩序を改革して、人間の尊厳に立ち戻った新たな世界秩序を設立しなければならないとい

う．「アパルトヘイトに反対する連動の中で私達が学んだことは、私達がこのような差別

を許さず、世界中のすべての人々の人権が守られなければならないということであり．更

に人間存在の根元に立った新しい世界秩序をつくらなければならないということである。

私達のP恥、ほ、反アパルトヘイトさらに世界中の人々の人権の確立です。アパルトヘイ

トのない、それを擁護する体制のない．そしてあらゆる抑圧体制のない社会の確立です。」

彼らの発言に見られるのは．欧米の反アパルトヘイト運動とは臭って、アジアのそれ臥

自国内の問題に取り組むことから逃避して、反アパルトヘイト運動に取り組むことなど不

可能なのであり、アパルトヘイトの廃絶は、自分達の解放の問題であるということを証言

しているのではなかろうか。
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目：本この反アノヾルトヘイ　ト運動
－一名＝誉白人を超えて一一

マオリ人シャイアン・フィリップスは「アパルトヘイトはすべての有色人踵にむけられ

た刃である」と諮った。しかし、同じ着色人種であるはずの日大人は南アフリカで「名誉

白人」の称号を受け入れている。今までに、口走（1961年）台湾（1984年）が名

誉白人扱いとなり、次は韓国だろうと言われている。

チャンドラ・ムザファーは、名誉白人というような称号を受け入れてしまっている月表

人に対して、「人道的見地を横に着いて∴経済的見地からだけ世界をながめているからだ」

と強く非難し、さらに「マレーシア人として、同じアジア人として∴恥ずかしい」と語っ

た。経済的見地からのみ活動し、人権を省みない日大の右り方は、南アばかりでなくア

ジア諸国で日常的に見られる行為である。この会議の開催にあたって、楠願彰は「日東に

は、他のアジア諸国に比して、公然と日大政府や企業を批判し、反アパルトヘイト運動を

展開する自由が存在しますが、それは他のアジア諸国や他の第三世界諸国からの、日本の

経済的・文化的収奪に支えられてのことである．という老義を私達はもっています。です

からこのワ一クシュップはまた、日大ならびに日本での私達の反アパルトヘイト連動その

ものへのきびしい批判の場になるだろうと覚悟しています」と述べている。

この会議で、私達日本反アバルトヘイト委員会は活動内容を紹介するような報葛をしな

かった。全体会議の場で汰在日朝鮮人で指紋押捺拒否老の金成日に、分科会では「アジア

の女たちの会」の松井やよりと．部落解放同盟を中心に創られた「反差別国際運動」の鈴

太美恵子に報告をしてもらった。それは、日太の反ア′くルトヘイト運動の活動内容を紹介

するよりも、彼らに日太の人権状況を請ってもらうことの方がより重要なことであり．日

本で反アパルトヘイト運動を展開する上で、より必要なことだと考えたからである。

在日朝＃人二世で、大阪に在住する金成日は彼と彼の友人連の体験に塞いて議をし、今

日の日本の在日朝鮮・韓国人の状況を報合した。特に圧巻だったのは、彼が強制具を使用

されて警嚢で拷問に近い形で指紋を採取された議をしたことだった。彼は一昨年の級．警

棄署内で九人の警寮官に体を押さえられ、腕・手・緒を固定する器具を用いて、十大の摘

全部の指紋を取られたのだった。この件を取材し仁新聞紙上に発表した朝日新聞の小尻記

者は、昨年5月3日夜、覆面をした何書かによって猟銭で射殺された。金成日は報告の最

後に朝日新聞に送られた犯行声明文を読み上げた。それには「我々は日太の文化を要し、

それを否定するものを許さない。反日分子には極刑あるのみ」と善かれていた。金成日は、

今日の日大の右り機は朝g・韓国を植民地化した時代と何ら変わらない。私は立派な反日

分子になりたいと思う」と語った。

松井やよりは、急増する「じゃばゆききん」問題について報告した。この間題は最近、

外国人労静著聞飴として援われているが、「じゃばゆきさん」の圧倒的多数が女性で、そ
の始まりもアジア人女性であったことを捉え、外国人労＃老問題だけでなく、その根底に

あるの駄　目太の性差別問題であるという点を強調した。

日大の経済的「繁栄」が多くの少数老・弱者の犠牲の上に成り立っているばかりでなく、

言論や思想の自由でさえも．このような少数老・弱者をみえなくさせた上で成立している
に過ぎないことを二人の報告は明らかにしていた。まさしく、ムザファーの言葉通り「人
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道的見地を横において」世界をながめてきた結果であり、日太の近代化の有り嵐私達の

生活の萌り様たったのだ。そしてこれこそアパルトヘイトを支え、助長させた構造と軌を
一にするものだった。今、ここで必要とされるのは、日大全体の人権意義をいかに高め

るかであろう。その中で、反アパルトヘイト運動はどのような位置をしめるのであろうか。

反差別国際運動の鈴木美恵子は、今まで日大の中の差別問題を扱うグループと国際連帯

を考えるグループが別々であったとし、さらに国内の人権問題に関心がない国翫連帯運動

は結局、意いのは企業や政府だけということで終ってしまい、自分達が身につけてしまっ

ている差別雌への批判につながらない、相互に関連した時、はじめて「人が動く連動」に

なると請った。そして、今年三月来日したドナル下・ウッズ（映画F遠い夜明け』の主人

公のモデル）の「アパルトヘイト間飴に関心があつまると国内の問題にも関心があつまる。

その逆もある」という言葉を引用するのだった。
「北海道ウタリ協会」の成田得平は、討論の中で、アイヌの民族衣裳を着て発言した。

「アイヌの人達は最近になってやっとこの表裏を誇りをもって着られるようになった」と

讃り、日太人化されることを120年の間強いられてきたアイヌ人羞別問題を彼の体験を
ふまえて話した。そして彼は世界中の先任民族の人達と連帯しようとするアイヌ人の新し

い運動を締介し．そして反アバルトヘイト運動との関わりについて次のように発言した。

「差別に大小はない。日太国内で、実機は何であれ、人権意義を高めることが必要だ。日

大人の多くがアパルトヘイトのことを知っている。反アパルトヘイト運動を大きく強くし

ていって欲しい。それによってアイヌ人間飴もクローズアップされてくる」．彼は最後に

来年北海道で開かれる先住民族会読でアパルトヘイト問題を提起すると語っていた。

むすぴにかえて

会議の最終日、別掲の「東京宣言」を採択した。この会議は自国で加圧と差別と闘って

きた人々が、南アとナミビアにおける反アパルトヘイト闘争に支援を表明し、それを自分

達白身の問題として引き受けたという点で、歴史的な出来事だった。そして会議の参加者

は．相互に情報を交換し、アジア・太平洋地峡で反アパルトヘイトの共同行動をとり、こ

のような会議を将来にわたって開催することを決定した。また次の会議EIもさらに多く

の、差別や抑圧と闘う人々が参加すべきだという発言が相次いだ。しかし．最も重要なこ

とは、会議の参加著が、アジアからの、民族差別と闘うマオリやアイヌの人々の、部落差

別・在日韓国・朝鮮人差別と闘う人々の声を聞き、日大がアジアやアフリカで行っている

犯罪行為の報色．そして南アで尉っている人々の声に耳を傾け、「アジアにおける反アパ

ルトヘイト運動は．自分達自身が抱える固着の差別・人権・民族問題等へのとりくみとそ

の解決なしには成り立ち得ないということを共通のものとして持ち帰ったことにある。

ジョセ7・ムクワナジは「この会議に参加して私はアジアの人々の差別や抑圧の状況を

知り、それに対する果敢なアジアの人々の闘いをはじめて知った。私臥アパルトヘイト

ばかりでなく、すべての反差別・反抑圧の闘争を支持する」と語っていた。多くの成果を

挙げて会議は終わった。しかし、残された課題も多い。

私達の日東の中に存在する様々な差別や抑圧の間鼠それをどのように結びつ臥自分

達の閏廟として関わっていくのか。まだ答が出たわけではない。会議が終わり、参加者達

は再びその日常の中へと煽っていった。　　　　　　　　　　　　　く文中敬称略〉

ア・ルタ・コンテイヌアl（軌、は続く）

土盛
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アジ二デ　ー　tフ■一一　クシ　ョ　ップの粂詮括

10月11日　恵比寿区民会館での反省会記録

出席者　植原　山大　篠田　上林　岡島　遠山　庄司　松島

森下　藤井　島田　田中　牛鳴　門馬　高柳

司会一一外国への御礼の手紙と写真は送った。しかし．まだ、ビデオや写真を含む言已録の

整理、讃査部門を確立するための東アジアセンターの設立等、しなければならない事がた

くさん残っている。今まで聞いた範囲では、会議の評価は良い。しかし、広島合宿で、女

性差別が見られたということが議論された。きょうは率直な声を聞かせてもらいたい。
＊（男）一一初めて参加して、とても意義あることだった。アパルトヘイトをイギリスで

習ったので、アジアの視点で揃えることがなかった。韓国の人権問題に関心をもった。
＊（男）一一裏方がほとんどだった。言語帝国主義というのか英語のできる人との差を感

じた。事務局のオリエンテーションが必要たったのではないか。かわりの人が来なかった

ため何時間も一人で事務局にいた。仕事の分担をしっかりする必要があった。

＊（女）一一ほとんど出なかったので、会議の内容は分からない。事務局に泊った人がい

たので．書類の整理などきちんとできなかった。

＊（女）－一朝行くと汚れた靴下が机の上にあったりして嫌だった。宿泊所と事務量は別

にして欲しかった。日大で行われた会議なので　もう少し日大議が通用して欲しかった。

＊（女）一一こういう会議では英語を共通語にするしかない。アジアの人達も英語が母国

語ではないわけで、条件は同じだった。パネラーによるディスカッションだつたから参加

できなかったのであって、言葉のせいではない。

＊（女）一十家族で参加して、貴重な体験だった。準備の段階ではできないのではないか

と思った。

＊（女）一一アイヌの方に「笑話ができないとここに居てはいけないような雰囲気だ」と

言われた。「たたかっている人といないと分らない」という言葉がよく分かった。直接た

たかっている人の話が開けて．学ぶところが多かった。運営委員のメンバーだったがトッ

プダウンという感じがする。育ててくれないと思う。たとえば、ANCとPACが僻が雇

いなど知らなかった。人数が多いと情報を流すのは難しい。どこまで知れば良いのか・・
・一方的だ。

＊（女）一一言葉の壁があった。パネラー以外の人が話す煉会がなかった。一」扱参加者の

参加の仕方が、「来てもいいよ」という程度。せっかく日大でやったのだから日東の人が

もっと参加した方が良かった。アジアから来た人に女性が一人しかいなかった。ミンティ
ーに「女性が議長団にいないのか」といわれた。

＊（女）一一会議そのものには参加しなかった。時々覗いても、よく分からなかったが雰

囲気は楽しかった。なぜこの会議が持たれたかという意義は理解していたからだと思う。
一つのことに大勢の人が集中していてすぼらしかった。充実した三日間だった。できる事

をそこでやっただけという意為だった。今は会議の中身がまとまったものが早くでるのが

楽しみだ。

司会一一ワークショップにボランティアとして参加し、その後活動に参加するようになっ

た人の意．且を・・・

＊（男）一一分科会と大衆集会しか参加できなかった。言葉の壁があった。生の言葉が分

からないのが残念だった。会議の主旨・考え方も分からなかった。
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＊（男）一一（事務局で）資料の整理、きちんとできていなかった．（日曜日でコピー巨

が閉まっていた時）駅前まで行ってコピーを5万円分とった。挽続が何度も壊れて、「な

んでこんなことをしなければいけないのか」と思った。早稲田奉仕園の中にも、アムネス

ティ一にもコピー綾はあった。近辺の知諭を持っていたらよかったのではないかと直感的

にそう感じた。西武の人権展の方も、もっとしっかりやって欲しかった。もっと人材を派

遺して欲しかった。ポスター等が屈くまで、資料を前にただ立っているだけでちっとも売

れなかった。東京宣言を手にしたのはきょうが初めて。全員に報告をして欲しい。

＊（男）一一女性差別、言語帝国主義という二つのことについてやはり感じた。発言を求

められる人は教会関係者でそれは男性だったし、みんなが所を得ているとは思えなかった。

どうしても外国の人の話を聞きたいと思う。日太で反アパルトヘイトのアジア会議を行う

意味について、議論にならなかったのが残念だった。アジアで日本がやっていることはア

パルトヘイトそのものであるということをきちんととらえなおしていく必要がある。これ

からの運動の分節点になるものだったと思う。ミンティーのように反アパルトヘイトだけ

で細かいことはいいという考え、一方アジアの問題の中からしか考えられないという考え

もある。会議を起点にして大衆に訴えていく方向に（反反発連動のように）行くのではな

いかと思うが、そうなると、生活を見直す視点が抜け落ちてしまうのではないかと思う。

＊（男）一一会議をめぐって、方向づけに迷っている。会議の意義は大きかったと思う。

世界にはすぼらしい人が多いというカルチャーショックを受けた。今まで狭いところにい

たと思うようになった。出会いを自分白身で作っていきたい。

＊（男）一一ゲストと地方の人が一同に乗ったことに感動した。すごし、エネルギーだった。

こんな力でできるんだという自信をこれからに掛するとっかかりの集りだった。きっかけ

を作らないと次の動きが出てこない。後始末は男三人だけでやった。

＊（男）一一訪ねられる友達がまたたくさんできた。レセプションで各国の歌が出たが、

そんな時歌える日大の歌が無いのが残念だ。最初、もっと小さい会議をイメージしていた。

和室で、ムザファーや金さんから報告を聞く会ぐらいに考えていた。だんだん大きくなっ

ていった。原初のイメージで通せば良かったかとも思う。広島で話廟になった役封分担に

ついて臥　ワークショップの始まる10日前早稲田奉仕周で開いた会できめた。当初ロー

テーション制を考えたが、次に連絡する難しさを考え固定制にした。まわりの印魚は太人

たちより強かったようだ。スムーズにの気持が強かった。言葉の問題は分業にならざるを

得ない。受け持っている立場だけで考えていると固定化してしまう。問題は必ず残る。
＊（男）一一外国からの参加著が広島に行くということだったので、用意をしてくれてい

たのに．実際は誰も行かなかった。いろんな人に迷惑をかけた。大阪の人からも．何をし

ていいかわからなかった、もっと連銀を草にして欲しいといわれた。

司会一一今後の方針としては参加してくれた方々全てに、返信用封筒を入れて感想を求め

たらどうかと思っている。記録・英文の会議録・分科会の討議内容・議案錠は事務局で秦

を練って、作成したい。画期的な会議記録を各国に送り∴東京宜言の実現のためのインフ

ォメーシュンとしたい。

事務局長一一寄付をくださった方には得礼状と会計報告を添えて、東京宜言等を載せたニ

ュースNO．Tを同封して送りたい。（文責・高柳）
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中性ぐ合一が鴨）葡陰払み知ら色

アパルトヘイトは「白と黒」の問題ではなく、あたりまえの人間と人間の関係を求める

すべてのひとの問題だわっ…・と「ワールドアパート」をはんかちを握りしめて思い

切り、ナミダをこぼれるままに見入っていたワタクシは改めてそう思ったりした今日この

頃です。

そうだ、抽象的な「差別」というものなどないんじゃないか。リアルな、モリ▼の家庭

でイボンヌとの友人関係で、ソロモンやエルシーや。ワタシやあなたの間、とかね。とも

すれば新聞の見出しを飾る「政治的」事件に気をとられて、南アのホームランドやタウン

シゥプ、そして都市の中で営々と続けられている具体的な蘇らし一一一があることを忘れ

てしまう。

アパルトヘイトは「白と窯」という単純な囲式では見えてこない。アパルトヘイトを見

る目の中に、男と女の関係、豪族．子供というものを入れてみたら、今まで見えなかった

ものが．少しでも姿を現わすのではないでしょうか。何はともあれ、ワタシも女だし、

（男でもいい）それぞれ色んな関係を抱え込み、暮らしてるわけだから。そうやって考え

てくと自分の事はどこかに意いといて、「可哀超なシスター達」のことを案じるわけには

いかないだろうと思うのです。

というわけでアパルトヘイトを「男と女の視点で考える」を旗印に行動香の女性グルー

プの第2回ミーティング「メイドとマダムを観る会」を去る10月14日（金）に国学院

大学の教育学教室を占拠して開きました。

いきなり反省しちゃいますが、呼びかけ側の準備不足でした。やはり勢いだけではコケ

てしまうものです。集まりの意味も、テーマもあいまいだった上、進行役が我を忘れて議

論してしまうという、なかなかユキサイテインクな会になってしまいました。集って来た

人がそれぞれ自分がこのグループで何をやって行きたいか．提毒し合おうと思っていたの

ですが、タタキ台を用意する必要があると、やっと実感したところです。ちょっとカンベ

ンしてよと思った人も、．見捨てないで長い目で見て、一緒にやりましょう。

というわけで、事務局では、「メイドとマダム」が南アの男と女、伝統的価値観、家族

と共同体．女性労働の芙慾など多くの側面を持っていると考え、このフイルムの中から．

いくつかのテーマをピックアップして話し合ったり、他のテキストなど使って勉強会をし

ていくことを考えています。私達はあまり南アの現実を知らないので、もっとよく知りた

いと思うからです。「メイドとマダム」の中で何が一番気になりたか、そして大阪の女性

委員会が臨訳した「ローズとノンヴェーラと南アのふつうの女たち」（300円）をぜひ

謹んでみて11月11日（金）に行動黍でまたお会いしましょう。どういう勉強会をして

いくかを考えます。（ひばり）
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「アジアワークショ　ップー」は性差月U的！？

という意見があったことを私は知っています。また大阪・女性香の続開誌『アベシファ

ザーネ』には「はっきりした性的役封分担」「受付けなど下働き的な仕事が女性で占めら

れている」「会議の表舞台は議長団をはじめ全て男性、ゲストも香港を除いてみな男性」

という批判が載りました。事実と違う点もありますので、この際「下働き的な仕事」とい

われた受付などしておりました・私・ひばりが三言はど説明させてもらいます。

ひとつめ・・・今回のワークショップでは行動委－ボランティアの人は皆、スタッフと

してそれぞれ働いています。その仕事はほとんど「下働き」な作業です。男の人も女の人

も・全て自分の意志で、自分のできる仕事をやりました。たまたま受付は女性でしたが

（これだって初め立派な男性S氏もいたのですが、池袋の人権展に出黍となった）太部、

会計など男も女も「下働き」してました。ワークショップの仕事分担について、性的に分

担した事実はないし、真剣に働いた男たちの姿は見えなかったのでしょうか。

ふたっめ・‥何というかガックリきちゃったぜ。受付って「下働き」なの？これにつ

いては断固抗議。上意下達の疎外された労働ではないことを明言します。「下働き」的仕

事をしていた私達は、ワークショゥプを共同作業で造り上げたと実感しています。

みっつめ‥・ゲストに女性が香港のシャンさんだけだったのも、

議長団に女性がいなかったのも事実です。これは全く意図的では

なくこれこそアジアの現実を映しています。女性がいればいいと

いう問題ではないし、女性がアジア地域で市民運動に橿極的に参

加できない状況を含めて考えていかなければならないと思います。

アパルトヘイトを見る時に抽象的な「人間」でなく男と女という

視点が大切だと思うわけです。

広島一合宿（連絡事項）

10月8日～10日に広島で行われた第11回JAAC全国合宿は、東京から

の参加者が少なかった（柏原・牛岨・上林の三人）ものの、広島の人達の熱心な

運営により充実した内密になりました。詳細はいずれ発表されますが、連銀事項

は次のとおりです。

●アフリカ駐在員の件一一一一一根太　利通氏を承認

・『JAAC伝言板』の発行一一「常時括動メンバーの情報の共右とイベント等

の計画が全国的にわかる」ことが日的

購読料年間1、000円。担当者は下垂（大阪）
・来年の合宿について一一一一一担当は東京として会議のプログラミンク等は

東京が行うが、開催場所は大阪とする
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単＋軍事軍事軍事軍事軍事軍事軍事単￥軍事半￥半￥尊＋単￥軍事単車尊■半￥単

『またお達レーしましょうね』侯にはそう聞こえた
＊＊＊＊落合恵子イベントおしかけ記＊＊＊＊

半＋半■半＋軍事軍事半￥等￥軍事軍事軍事単車軍事軍事尊■単￥軍■尊￥軍事半

「許可はとりましたか？」「勝手にそのような事を・・・」「困ります」「警窯呼

びますよ！！！」　　でも、そんな事言われる以前にまさか・・・・・
‘‘自粛，，≡誌と‡≡；だろうな　もう，聞いてやんないから，，

10月3日．日大を代表する、オールド・リベラリストの落合恵子がパーソナリティー

をつとめるラジオ番組「落合恵子のちょっとまってMONDAY」の主催する試写会で

「ワールド・アパート」が上映された。　既に同番組は、アパルトヘイト問題を2度にわ

たって特集しており、JAACも協力している。

これは番組リスナーに南ア商品ボイコットとJAACをアピールする丁度よい機会と思

い、今まで発行したチラシなど6枚を1組綴りにしたものを石部持ち（重かった！）一人

でいそいそと、会場の「青山くれよんはうす」に向った。

なにせ事前に何の連絡もなく突然におしかける上に、ただでさえ嫌われものの私たち、

冒頭にあるような言葉を浴びたら・・・。「諸般の事情により・・・。」の貼紙に出迎え

られたら…‥？　ところが、「しっかり、全員におわたしいたしますよ」と、ディ

レクター氏（と思う）のやさしい御言葉。

「さすがは日太マスコミ界唯一の良心的番組、今までの一蝿がなんて無駄で馬鹿げたもの

だったんだろう…・。さあ、身も心も軽くなったことだし、逃げよう！！」と思って

いたところへ、出しぬけに現われた　00レモンちゃん”とバッチリ　視線が・・・

「あら、中でお話し聞かせて下さいよ」「え！あ、あの・・・」

あれよあれよという間に、ステージの上。

「まず、このアフリカ行動委旦会駄　どのような活動をしているのか、それからあなた自

身は．どのようなきっかけでこの活動にかかわるようになったか、お聞かせ願えませんで

しょうか」

残念ながら、この後のインタビューにどう答えたかは、予想外の出来事により、完全に

舞い上がっていたため喜己億は定かではない。

ただ最後の方になって∴落合さんが　「運動というものは、特別な人たちが行っている

のではありません。彼（もちろん僕）にしたって、このまま原宿を歩いていれば、そのま

ま町の風景にとけ込んでしまうくらいファッショナブルなセンスをもった青年が・・・」

といった耳を疑うような言葉だけは”はっきり””しっかり”覚えている。さらに、この

言葉に思いっきり気を良くし「コシシケレリ・アフリカ」をフルコーラス歌い、予定の姪

了時刻を大幅にオーバーしてしまったことも最後につけ加えておく。

「がんばって下さい。また、お逢いしましょう」

ステージを後にする侯の背に”レモンちゃん”はそう囁いてくれた。むろん、そんなこと

を太当に言う訳ないのだけれども、それでも僕には、そう、聞こえた。

（ボイコット小委員会　庄司　隆　27才　独身　秋の夜長に、）
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★　★
＜＿メ　リ　ー　ク　リ＿ス、マ＿ス　ー　キャこ／ぺ一　二／＝＞

飽璽≠1』
＊＊＊クリスマスカードを南アにおくってみませんか＊＊＊

日太が寒くなり始めると、南アは夏にむかっています。真夏にどんなふうにサ

ンタクロースがヨノヽネスブルグやケープタウンに到着するかなかなか想像はつき

ませんが、みんながクリスマスを待っているのは確かでしょう。一般的に、クリ

スマスはゆっくりとHAPPYなホリディを家族と一鰭に過ごすイベントですが、

南アの拘禁者の家族は夫や子が少しでも早く無事に戻れるようにと祈っている、

さびしいホリディかもしれません。もし日太からあたたかいクリスマスのメッセ

ージが属いたら、どんなに喜んでもらえるでしょうか。　たくさんのクリスマス

・カードをみんなで送りましょう。英語を善くのが苦手な方には、典型的なクリ

スマスカードの挨拶を紹介させていただきます。ご希望のカは11月19日（土）

までにお知らせください。　なお、私達と一括に書いてくださる方は11月19

日（土）6時～9時　文京婦人センター（地下鉄丸の内線　太郷三丁目下車3分）

においでください。手作りカード（無料）・アムネスティ・インターナショナル

のクリスマスカード（2枚組400円）を用意してお待ちしています。

11月27日（日）

学園はアパルトヘイト問題でゆれる？！
－　－　－東二六二駒場祭で－　－　－

反アノヾル　トへ一r　トの大一r一べここ／　ト

梅原　彰

月券俣　言痍

殴

vs　政府関係者　　　大激論！

プログラム

12：30、14：00　南アフリカ人講師による講演会

『　ソエ　ト蜂起と南アの子とさもたち　』
篭1．：よ。二17‥占。‾盲；盲；完

『　日東とア′ヾル　トへ一√　ト　』

拍辰　彰　　　勝俣　誠　　　松未　と一　　　天未　直人（元某省役人）

場所　　　東大駒場12号館　213教室（井ノ頭疫　駒場下車）

主催　　アジア・アフリカに学ぶ会；アパルトヘイト問題研究会

ゝ…芸先 山オこ　肇（03－715－8440）
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☆アフリカ行動委員会スケジュール☆

11月11日（金）7時　女性グループ勉強会

19日（土）6時　南アに手紙を書く会

『クリスマスカード・キャンペーン』文京婦人センター

（地下鉄丸の内線太郷三丁目下車3分）

23日（祝日）10時～　神学校祭

ビデオ上映・義損・資料販売で参加

（ボランティア募集中；田中まで）　　　　東京神学院

（西武新宿線上石神井下車）

27日（日）12時半～　駒場条　P．19参照　　　　　　担当；山東

12月　3日（土）6時インターナショナル・ミーティング　　恵比寿区民全億

この他に毎週火曜日には定例会が、

毎週太曜日にはボイコット小委員会が、

それぞれ7時より行動委事務室で

開かれています。

どなたでも自由に参加できます。

ぜひ、お出掛けください。

行動委事務室
ルイシャトレ恵比寿306号室

＼東≡撃＝

JR恵比寿厭

＊前号に子音した地内氏の論文が、都合により今回も錮載できなか 

ったことをお詫びいたします。（Tom） 

＊表紙から記事が入り、余裕のない紙面になってしまいました。こ 

れも郵便料を70円に抑えるための苦肉の策です。折角、いい原稿 

をいただいていたのに載せられなくてとても残念です。第三種郵便 

にするには毎月1、000部発行が条件とか。なんとか読者をふや 

して、もう少しゆとりのある紙面を．楽しみながらつくて出したい 

ものです。ご協力を宜しくお願い申し上げます。（高柳） 
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