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南アフリカでは、アパルトヘイト体制下で数えきれないほどの子供たちが逮捕され、拘留
され、殺され続けてしヽる。写真は、釈放直後のファニ・ カドカ少年 (11才 )。
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生協が南ア商品を融売
9月初め、本誌の読者でもある柏原市のM

さんから「生協で南ア産のコーンを使用した

お菓子を売つても`るJとの連絡をもらつたc

「大阪いずみ市民生活協同組合J(本部、堺

市)と「わかやま市民生活協Ipl組合J(本部

和歌曇J市 )が一緒になつて発行した共同購入

週間商品案内のチラシが同封されており、か

なりのスペースをとつて 噺 登場』のスナッ

クコーンが動 されている。

Mさ んも独自に抗議するとのことであつた

が、当委員会としても、とりあえず電話で抗

議した。その結果、担当者の対応は、南アの

アパノレトヘイト問題をよく知らず、なぜこの

商品が問題にされるのか理解しかねる、とい

つた感じであつた。販売を継続するかどうか

についても要領を得なかつたため、私たちは

2つの生協宛に下記の公開質問状を出すこと

CO OD

四ロスナック磯―ン町

にした。

10月 15日現在、回答は届いてい/d― い。

『ネダバーグ』や『アップルタイlf― 」のよ

うに、事情を承知のうえで生協が南ア商品を

売つているとは考えたくないが、だからとい

つて見逃すわけにはいかないc自主的な販売

中止を期待しつつ、抗議を強化していく。

1987年 10月 1日

南 フTフ リ ラク 商 品 販 売 0こ

対 す 罐3質 問 状

貴生協ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

私週 ま貴生協の運動、組合員とともに安価て安全な商

品を開発され供給されるにとどまらず、平和や人権の

問題に積極的に取り組まれるその姿勢に敬意を表して

おりました。

しかし、貴生協が南アフリカ産の商品を積極的に販

売されていることを目の当たりにし失望を禁じえませ

ん。 (コープフランド商品名スナック コーン)

私達、こむらどアフリカ委員会はアパルトヘイトに

反対し、それに加担する日本の在り方を問題にしてき

た市民団体です。アノウレトヘイトについては、ご存じ

の事と思いますし、また小冊子を同封しておりますの

で詳しい説明はしませんが、最も露骨な人種差別、国

家が憲法をはじめ全法律で差別を作り出している点で

他に例がなく、国連でも「人類に対する犯罪」と規定

しています。アパルトヘイトカ淋制として作られたの

が1948年つまり略 であり、世界の人権

の流れに真つ向から対立するものです。

私 たちはアパルトヘイトに反対 し、
｀
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南アフリカでは、黒人を中心に自人も合めて広範な

人 が々アパルトヘ、イトに反対し抵抗獨 をしていま

す。 (ご存しのように黒人には参政権がなく議会を通

した改革は閉ざされています。)彼らが世界に望んで

いることは、このような差別を作り出している殉府に

“経済制裁"を加えることです。86年原水爆禁止世

界大会に来日したノーベノレ平和賞のツツ司教、この春

来日したANCのタンボ議長、UDFのプーサック師

総てがアパルトヘイトヘの加担をやめ経済制裁を強め

ることを訴えて帰りました。

また国連や創国政府もその声に応えて武器輸出の禁

止 スポーツ文化交流の禁止 クノじ一ガーランド金貨

の輸ラ書 止などを決め、又民間の資本も米国を中心に

相次いで搬退 しています。ところが日本企業は、欧米

企業の撤退を埋める形で貿易を拡大しています。政府

も天皇在位60年金貨用に、世界の産金量の半分

(600ト ン)を 買い集め金価格の上昇で最大の産金

回南アの経済を救いました。

この 1-2年輸入面では、原材料だけでなく消費財

が増え街で南ア商吊を見掛ける機会が増えました。ワ

イン、ピー/t、 炭酸飲料、缶詰、ナッッなどなど。

私達はこの春、̀片岡物産の輸入している炭酸飲料アッ

プルタイザー、オールドパー (株 )の輸入しているワ

イン (ネダバーグ)について大阪、神戸の酒屋に不売

運動を呼び掛け、在阪の百貨店の売り場から撤去させ

ました。私達は豊かな消費生活は、品質の良しあしだ

けでな くその商品の素性も問題だと考えています。い

くらおいしくても差別に力1担していては後味はよ<あ

りません。今回のコーンも単に南ア産であるだけでな

く、南アの黒人の主食で2-3年前には、不作に日本

商社の買いあさり (家畜の餌として )力切口わり大量の

餓死者を出したいわく付きの商品です。

私達は、生協で売られている事実に愕然とし、大変

残念に思つています。今回の事態に対して貴生協とし

ていかなる見解をお持ちか、下記項目に付いて、10

月15日 までに文書で回答をお願いします。

言己

1   [事 1ラミ操g讐遥l

①スナック コーンはいつから取り扱つている

のか

l②取り扱い量|よ どれだけか (数量、金額 )

③どの程度の単協が採用しているのか

C何故この商品を作つたのか、採用したのか

⑤輸入商社および製造業者は

⑥これ以外に南ア商品はないか

2 玲マわ 井抵穐

①商品の販売を即時中止していただきたいが貴

生協の姿勢は

②止めるとしたらいつからか

③今回の商品も含め、今後南アフリカの商品を

再度扱わないためにどのような対策を取られ

るのか

3 こむらどアフリカ委員会からの要望

今回の事態を見れば貴組合の内部でアノ,レ トヘ

イトや制裁についての意識が非常に希薄である

ように思えます。これを機会に再発防止の意味

からもアノゆレトヘ、イト問題に対しても取り組ん

で戴きたいと思います。生協内部、組合員に対

する啓蒙活動そのために学習会などが必要と考

えます。

当会としても講師の派遣、資料の貸し出し、V

TR、 映画などの用意が有ります。共に手を携

えて反アパルトヘイトの取り組みが出来たらと

考えています。

最後になりましたが、今後貴生協が南ア商品なして

益 発々展されることをお祈り致します。

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

清アの商品
「

ネタハ・
一グy「ァップルタイブーゴ を日本から道放 しようぜ /
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「アパルトヘイト下の子どもを妙ぐる国際会議」 (ハラレ)に参tElし て

楠 原 彰

昔、といつても8年ほど前ですが、独立して間もな

いギニア・ ビサウにいた時、「子どもらは我々の闘い

の花々」といつた標語が、町のあちらこちらに、はつ

てあつたのをおぼえています。これには、「我々大入

たちの闘いの中でこそ、明日を担う子どもたちが育つ

ていくJというような意味がこめられていたのだと思

います。

それと全く同じ言葉を僕は、ジンバブエのハラレで

9月 24日から27日 まで開かれた『南アのアパルト

ヘイト下の子ども、抑圧、法に関する国際会議』 (ア

パルトヘイト下の子どもをめぐる国際会議)で、南ア

からやつて来た反アパルトヘイト草の根組織の人たち

の日から聞きました。

まったく同じ言葉ですが、8年前のギニア・ ビサウ

と1987年 の南アフリカの場合とでは、この言葉に

は大変異なつた意味がこめられて0ヽ ると僕は思つてい

ます。

今回は、運よく前述の国際会議に参加できましたの

で、いま世界的な問題になつている南アの子どもをめ

ぐる状況とその意味について報告しましょう。

今度のハラレの会議 (主催はロンドンのキリスト教

団体 St 」ames Reactory)に は、世界中から400
人をこえる人たちが参加したのですが、何とその半数

以上が、直接南アから飛行機を2機チャーターしてや

つてきた、南ア各地のアパルトヘイトに反対する草の

根グループのアフリカ人やカラードや、インド人や自

人たちでした。これには僕もギョウテンしました。

この会議には、国外の亡命組織 (政権?)であるA
NC(アフリカ民族会議)のオリバー・ タンボ議長を

はじめとするトップ・ クラスが何十人も出席していま

した。またジンバブIのムガベ首相、スウェーデンの

故パルメ首相の夫人、アメリカのアンジエラ。デービ

ス、それに世界各地の反アパルトヘイトの組織や法律

家、社会活動家たちも来ていました。言い忘れました

が、1963年 にANCのメンバーとしてはじめて来

日し、日本に反アパルトヘイトの運動の種をまいたピ

リソさん (故野PEl寛二郎氏の友人で、現在ANCの中

央執行委員)の顔も見え、僕にとつては懐かしい再会

でした。

会議の最終日 (僕は出られませんでしたが)に は、

南アからさらにツツ師やアラン・プーサック師といっ

た著名人たちも参加したはずです。

僕がギョウテンしたのは、こんなに多くの南アから

の代表団を目のあたりにしたのははじめてだつたから

です。COSAT∪ (南ア労働組合会議)のメンバー

も、UDF(統 一民主戦線)の活動家も、DPSC(

拘禁者の両親を支援する委員会)のおじさんも、ウイ

ットワータースランド大学や西ケープ大学の教師たち

も、SAIR(人 種関係研究所)の職員も、処刑され

たモロイセのお母さんも、警察によって拷間されたア

フリカ人の少年・少女も、ボツワナで南ア軍の襲撃を

受け、下半身を損傷した14才の少女も、今年からナ

ウデ師にかわつてSACC(南 アキリスト教協議会 )

事務局長になつたフランク・ チカネ師 (白人政権が日

の敵にしている人物で、すばらしい演説をした)も、

それに全国各地の、ソシアル ◆ワーカー、教員、カウ .

ンセラー、等々、すごい数の代表団でした。8つのセ

ッションが開かれたのですが、報告者の8割は直接南

アからやつて来た、そうした人たちでした。これもオ

ドロキでした。

何といつても圧巻は、直接南ア官憲によつて逮捕・

拘禁され電気ショック等の拷間を受けた10代前半の

私たちはアパルトヘイトに反対 し、
｀
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子どもたちの証言と子どもを逮捕された上に自らも拘

禁され拷間を受けた母親たちの証言でした。今僕は会

議を終えて日本にかえる途中なので、それについて詳

しく報告することが出来ませんが、別の機会にちゃん

とお伝えしたいと念じています。

以下に「南アフリカの子ども問題とは何か」につい

て、会議中に考えていたことをまとめてみます。

飛行機は今、カラチをたつてバンコックにむかつて

います。隣席に日本でのセミナーにむかうというパキ

スタン人の美しい女性 (学生)が座つているので、い

ささか手許がふるえます。あしからず。

(1】 第一は、国家権力対子どもたちの聞いという問

題です。1976年 のソエト蜂起以来、10代と20
年代前の子ども。学生 。青年の闘いが、南アのアパル

トヘイト体制に修復しがたい亀裂を走らせました。そ

の時以来子どもたちの闘いは、解放運動のきわめて重

要な一端を担うようになりました。こうした子どもた

ちと国家の全面的対決といつたことは、世界史でもそ

んなに例のあるものではないでしょう。子どもや学生

。青年のたたかいにRll激されて、大人たち (つ まり労

働者や市民)が立ち上がつたのです。

ですから南アでは「現在の黒人労働者の大人たちの

闘いは、子どもたちの闘いの花々Jといつた面がある

のです。76年以来国家権力は本気になつて子どもた

ちに立ちむかい始めました。

12】 その結果として、国家 (軍・警察)は子どもた

ちに銃をむけ、76年以来何千という子どもたちを殺し

ました。会議で報告された数字ですが、1984年 か

ら86年の2年間だけで、「300人の子どもたちが

殺され、1000人 が傷を負わされ、1万 1000人
が裁判なしに拘禁され、η万8000人 が逮捕され、

17万 3000人 の子どもたちが裁判を待ちながら、

警察の留置場につながれていたJのです。そして数々

の拷間が7才から18才までの何千という子どもたち

に加えられてきました。国家はこれらの子どもたちを

「政治犯」として扱つています。今回の会議では、こ

の 【21の問題が最大の問題になりました。弁護士や

心理学者、ソシアル・ ワーカーの参加が多かつたのは

そのためでしよう。

南アのタウンシップでは今、子どもたちは安心して

家のベットや学校の椅子に座つていられず、つねに警

察の襲撃におびえながら暮らしている、とのことでし

た。11才の子どもが3ケ月から半年間も「政治犯容

疑者」として拘禁され、拷間を与えられる、などとい

つたことが果たして考えられるでしょうか。

【3】 第三の問題は、めちゃくちゃなアパルトヘイト

政策の結果、南アでは家族や農村共同体が崩壊させら

れ、学校もまた機能を喪失し、子どもたちの多くが路

上になげだされている、といつた問題です。

アフリカ黒人の家庭の多くが、父親を出稼ぎ労働に

とられ、母親もまた早朝から子どもたちを残して働き

に行かざるをえない状況ですが、そこで子どもたちは

一人で生き残るためのたたかいを強いられています。

かれらには日本や欧米の社会では普通の「子ども期」

というものがなく、ものごころつくとすぐに路上に出

て自分で生きていくすべを身につけざるをえないわけ

です。フランク・ チカネ師が「南アの黒人の子どもた

ちは、子どもになることを奪われている。両親の保護

を受け、両親と一緒に遊ぶことなど考えもつかない子

どもたちが沢山いる」といつたのは、そのことでしょ

う。

強制移住政策などによつて、共Fnl体 (コ ミュニティ

二■■三
=轟

::捕:彗
会議場の外で取材を受ける南アの子どもたち

膚アの商品
「

ネタンゞ一月
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ァップルタイプーゴを琳 から遣放しようぜ./



―)が破壊され、大人たちはこれまで大切に守つてき

た価値を子どもに伝えることが出来なくなりました。

世代間ギヤツプは非常に大きな問題になつているそう

です。

かくして、南アの子どもたちは今、共同体の価値か

らも、市民社会の倫理からも、ときはなされて、素手

C国家権力に立ち向かつているわけです。

70年代後半から南ア各地に広がつていく、地域運

動、労働運動、市民運動といつた大人たちのたたかい

は、実はこうした子どもたちをどう自分たちの内側に

つつみこみ、かれらに正しい指針や歴史的・階級的な

意味を与えていつたらいいのか 一― そのことの模索

であつたといつていいかもしれません。そのためには

大人たちが、子どもたちが目をみはり、感動するよう

な闘いをしてみせなければならないわけで、80年代

のUDF(統 一民主戦線)の興隆、黒人労働者のスト

ライキのもりあがりなどは、そのよい例でしよう。

今子どもたちはようやく安心して大人たちの闘いの

後列に加わつている、といつたのが現状のようです。

【4】 次の問題は、南アの農村地帯、とりわけバンツ

ースタンにおける子どもたちの飢えの問題です。予L幼

児死亡率が1000人 中200人をこえるような地域

がいくつもあります。1984年 の調査ですが、バン

ツースタン内の6000の 家族を調べた結果、父親が

出稼ぎで不在の家族の子どもたちの86%が栄養不良

からくる「クフオシヨール病」にかかつていたそうで

す。また自人農場で働かされている低年齢児童の問題

も深刻で、かれらは学校教育はおろか、ちゃんとした

給料も支払われていない場合がある、といつた報告も

会議でなされました。

以上が、南アの子どもをめぐる主な状況です。

日本の中でも、南アの子どもを救おうという動きが

生まれています。5月 に来日したUDFのアラン・プ

ーサック師も、日本でもぜひ南アの子どもを助ける運

動をおこしてほしいと言い残して帰つていきました。

さて何をどうしたらよいのか、今僕も考えていると

ころです。今確実にいえるのは、日本の子どもたちが

元気が出、自分たちのおかれている状況と世界が見え

るような運動でなければ、南アの子どもたちに手をか

したり、南アの子どもたちから励まされたりすること

はできないだろう、ということです。

さて、隣席の初々しいパキスタン女性 (少女といつ

たらいちばんぴつたり)が毛布にくるまつて眠りに就

きました。僕もこのへんで今日はおしまいにしましよ

う。 (つづく) 1987.9.28 o.鶴 11:00

反 ア ノ 漣 学 習 会  (第 2回 )

『アパルトヘイト下の子どもたち』

報告者  楠原 彰 氏

■日 時  11月 10日 (文 )午後6時 30分～9時

■場 所
颯 鵠 筋HH7側 留曜馨署のケカ

地牛婁「高名3183穐暴:身PR「天王寺」から徒歩10分

■会場費  カンパ 300円
駐 催 鰍

Wttfim程のふ

私たちはアパルトヘイトに反対 し、
｀
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地域に根ざして南ア商品不買 (売 )運動を

松戸アフリカから学ぶ会  鬼塚 厚子

8月 1,2日の二日間「松戸市被爆者の会」の呼び

かけに応えた市内の市民団体 (10団体 )の参加をえ

て、「反核フェスティノウレ」が催されました。「松戸

アフリカから学ぶ会」も私の所属する生協からの呼び

力■ナで参力1し ました。

松戸の商品ボイコット運動に関する報告が欲しいと

のことですが、これは本当に難しいですね。松戸市内

で販売されている商品はアップルタイザー、ケープワ

イン、ライオンピール、果物の缶詰、ナッツ、菓子類

といつたところで、酒屋、喫茶店、デパートというの

が主な取り扱い店となつています。松戸、柏両市内の

全酒屋への取り扱いの有無などのアンケートの発送や、

会員その周辺の人々に対する “南ア商品を探して下さ

い"と いう依頼は発足以来、おこなつてはいるのです

が、アンケートの回答率は 3%以下といつた状況です。

9月 中に、デパート、スーパーに対するアンケートを

発送する予定ですが、どう進めれば良いのか、時間を

力平ナてやるしかないでしょうね。

松戸の活動の特徴でもある地域との力功 わ`りについ

て、少し書きたいと思います。 松戸では会員、通信

会員に主婦を力嗜 り抱えているのですが、そういった

こともあって、地域とどう力功功 わヽる力ヽ ま、発会にあ

たつての重要なテーマの一つでもあったわけです。主

婦や小学生を対象にした「アフリカ料理請習会」「映

画会」の催しも、かなり盛況でした。生協に対しては、

アフリカフェを取り扱い品目に加えて欲しい (見本と

資料を提出して検討中)と 申し込んだり、会議で人権

問題としてアパルトヘイトの現状を話す機会を持てた

ことなどからすこしづつ関係の進イ勧喜よ力漣 こようで、

前述したように「反核フェスティノウレ」への参加も、

こういう中から生まれてきたわけです。

「反核フェスティノウレ」当日は、ビデオを流して、ボ

イコット商品 (これが又、間抜けな話で宣伝している

かと誤解され大失敗 )を並べ、関連書籍類やアフリカ

フェを販売するといったことで、地域住民とアノウレト

ヘイトについて語り合う、中高生、主婦、サラリーマ

ン風の人達と、日頃あまり機会の持ちにくい多彩な顔

に出会えたという点、他団体と交流し、一つの企画を

成し遂げたという点で、緩やかながら質的樹馳うヽまし

まったのではと自負しています。

アフリカフェもロコミで愛飲者が増えつつあり、そ

れにつれて、南アを語る場も少しずつ増えているのは、

全く予想外のことでした。こうした活動は飢餓キャン

ペーンの流れの中に飲みこまれる危険を手んでいるこ

とも自戒しつつ、・■lよ り主婦感覚を大切にして、焦ら

ずやってゆくつもりです。

南ア・ケープ州産の ワイン・ネー ダーバーグ。 日本の輸入販売会社 は基 ォー

ル ドパ ー。 このほか、KWV、 フルール ドカ ップ、ベー リンガムワィンが輸入

販売 されている

南アの商品 解 げ ンゞ―クy「ァップルタイプーゴを日本から追放 ιようぜ./
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ANC戦士t無期刑を笑う
(ケープタウン発、8月 12日 )

アフリカ民族会議 (ANC)の 自由戦士、リ

ゾ・ ングアングワナは t南 アフリカの判事に「

テロリス トJと 非難され、無期刑に処せられる

や、声高に笑つた。

ングアングワナ (27才 )と 、彼と共に刑に

処せられる 12人 の男たちは、総計 150年 に

及ぶ刑期を始めるため、刑務所に放りこもうと

苦労する警官たちに抗 し、被告席に挑戦的に立

ち、数百人の支援者から大喝采を受けていた。

黒、緑、金のANCの 色の運動服を着た 13

人は、投獄中のANC指 導者ネルソン・ マンデ

ラの歌をうたい、傍聴席の家族、友人たちとこ

ぶ しを固めてプラツク・ パワーの挨拶を交しあ

う。「マンデラが囚われているうちは、我々は

決して自由になれない。J彼 らは:コ サ語で歌つ

た。

ヘンニ■・iネル判事|は 、ングアングワナとそ

の同志の自由戦士ジ ■セフ・ ンゴマとセオフィ

ラス・ ムズクワに対 して、前者に無期、後者 2

人に 25年 の刑を言い渡 した。検事の求刑が、

彼 らは「きわめてごうまん」で「きわめて危険

Jと しながら、それぞれ無期と 20年であつた

にもかかわらず、である。他は 3～ 15年 の刑

が言い渡された。

ングアングワナは、ANCの 軍事部門ウムコ

ン ト・ ウェ・シズウエ (民族の槍 )の西ケープ

地域の司令官であつたことを法廷で述べた。ン

ゴマとムズクワは駅と警察署に爆弾をしかけた

こと、ングアングワナと他の 10人 はANC解
放運動のメンバーであることを認めた。その爆

発では、負傷者はでなかつた。

彼ら被告 13人 の展開した、アパル トヘイト

法下の貧困、人種的侮辱、毯意的逮捕が、彼ら

をANCへ 参加させることになつたのだという

刑の軽減を訴える陳述を、ネル判事は「意味の

ないもの」と退けていた。判決の当日、犬をつ

れた警官たちが法廷外の道路を速断し、近い親

戚と友人のみに限つて傍聴券を発行した。

判決後、数百人の支援者は市内の英国国教会

派の教会に集まり、アパル トヘイ ト下ではほと

んどが黒人、残りがカラードと分類される 13

人の男たちの家族の挨拶を受ける、激 しい礼拝

集会に参列した。「主教よ、私たちは胸いつぱ

いの怒り、許すことのできぬ怒りをもつてやつ

てきました。」と一人の礼拝者は語ちた。弁護

士デュラー・ オマル tよ 、男たちが、マンデラも

入つているボールズムーア刑務所で判決を持つ

間に書いたメッセージを読みあげた。「歴史が

我々の審判をするc我が祖国に自由をもたらす

ために、我々は武器をとつたのだ。 J

(TanZania  Oaily  News  1987.8.13)

*ロ イターは南アの検間で一部を肖1除 している

私たちはアパルトヘイトに反対 し、
｀
名誉自人

″の称号を拒否する。ノ
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も う ひ と つ の ア フ リ カ に 出 会 う 旅 87

キノレTを調れて 文

絵

サイ[]ビ 、ダル・エス・ サラーム、ザンジバル島と

それぞれ数日滞在して、さまざまの体験を得た旅も終

り近く、いよいよ最後のプログラム、キルワヘの旅に

出かける時が来ました。キルワヘ行くのは、河丼さん

(昨年、ニュース|_報告を書かれました)と太田さん

と私の三人、バカリさんとデ■マさんが同行して下さ

いました。

早朝、二人をのせた車が迎えに来て、路線バスの出

発点まで送つてもらいました。まだ暗の中、6時出発

まで少し時間があり、そこここにたむろする人々の顔

も見分けがたいので、空を見上げると、こんなにも星

は多かつたのかと思う程の星がまたたいていました。

その中には南十字星もあるはずですが、星座を眼に入

れてこなかつたので分かりません。

東の空が自む頃、すんだ大気を通して、拡声機を使

つているのかと思う程、コーランをとなえる声が朗々

と響いて来ました。どうやらバスの出発は、「ポレポ

レJの国らしくなかなかのようです。やや大きめの携

帯ラジスをもつて門口に出て来たお小父さんと、とり

とめのない話をしたりしていると、やつとバスが姿を

河崎洋子
太田喜久男

現しました。大型バスの屋根の上には荷物が置りるよ

うになつており、ガヤガヤとお客が乗り込みます。私

のお隣りには赤ちゃんを抱いた堂々たる体躯のお母さ

ん。

残念ながらスワヒリ語のできない私は、笑顔?で対

話する他ありません。でも、長時間にわたる旅のあい

だに、アゲバンやチャパティをもらつたり、注意を引

く時に、初めチョンチョン位だつたのがバシンバシン

と叩かれる程の仲になりました。現地の人との裸のつ

き合いの始まりのような親しみを覚えたものです。

終点のキルワに到着したのは、夕6時過ぎ、約 12

時間のバス旅です。舗装してない道路ですから、ゆれ

も相当だつたのですが思つた程にはつかれもせず、楽

しいものでした。日本人が3人来ると知つた海外協力

隊の日本人青年がトラツクで来ていて、バカリさんの

お家まで私たちを運んでくれましたが、ボーッとして

いて名前を聞き忘れました。車で15分位ですから、

本当に助かりました。

バカリさんは電気工学のマスターを目ざしている学

徒、デュマ青年は真面目なイスラム教徒、そしてお世

キ′L17・ キツワニのサルタ>官殿跡

狂̈
一 濠

刊
耳

感
――

南 /~の商品
「

ネタンゞ―クゴ
「

アップルタイブーゴ を日本から道放 しようぜ /
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話になるバカリさんのお兄さんは漁師で、夫婦と5人

の子供、お母さんの8人家族、河丼さんと私は、20
メートル位はなれたお母さんのお家に泊まることにな

りました。マングロープの柱に土の壁、ヤシの葉らし

いものでふしヽた屋根、小さな空地をへだててトイレの

小屋がありました。

到着して家族に紹介され、早速チヤイにアゲバン、

バナナ、オレンジを出されたので、夕食かなと思つて

食べたのですが、第二の昼食。沸かして下さつたお湯

で顔と手を洗い、夕食です。電気は勿論ありませんか

ら、ランプとローツクのあかりです。夕食を私も現地

ふうに右手で食べようと思つたのですが、ご飯がポロ

ポロ落ちてうまくできません。遂にスプーンを使うこ

とにしました。夜は何もできないので、10時には就

寝、私たちのためにま新しいシーツが用意されていま

した。早いつもりで6時嗅起きたのですが、すでに手

洗いの桶にも新しい水が張つてあり、バカリさんのお

兄さんは仕事に出かけた4数 のようでした。

私たちが近代的な生活で置き忘れていた自然と共の

生活がここには生きていました。

昨夜一晩塩をした魚が、少しはなれた所にある木組

の上に開げられていました。伺種類もあるのでしょう

けれど、一様に塩千しです。干したものをヤシ油でや

くというか揚げるのが通常の食べ方のようです。ニワ

トリが沢山いましたが、卵と魚が換金商品なのでしょ

う。家の前はきれいに掃除された空地ですが、周囲に

はヤシ、バナリ、カシ l― リッツ、ガレンジ、マン j

一、レヒンなどの本が無数にあり、今は冬だというの

に、それでも季節はずれの実もなつていますから、All

えることはない豊かな大地に住んでいるものの、これ

から次第に近代化されて行くことはさけられないでし

よう。いわゆるゴミがなく、落ちこばれた食物も、猫

とトリがきれいに始未し、史に残ったものは凡て大地

にかえつて行きます。でもその中に、携帯ラジオの使

い応、るした電池だけがコロ]□ と残っているのは気が

かりでした。

滞在中、バカリさんの親戚や近所の人たちが訪れ、

紹介されたのですが、考えてみると日本人は初めてだ

ったでしょうし、多少見物の意味もあつたのかも知れ

ません。

太田さんがお土産にもつて行かれたケン玉や折り紙

を子供たちに教えたのですが、二人の子供はつるより

も飛行機に興味を示し、見た事があるのだろうかと疑

間を持つたのですが、学校ででも教えられたのでしょ

うか。

キルワの道跡見物は、キルワの港から舟で島に渡る

のですが、一応外洋へ出るわけですから、出国管理に

近い書類上の手続きが必要でした。最後の日にダル・

エスの聖公会の教会を訪れた時、宣教師から、どうや

つて行つたのか、と色々質問されました。行きたい人

は多いが行けない、と一寸うらやましがられました。

選跡はサルタンの要塞で、浜には石組のとりでがまだ

形を見せていました。年代を思わせる石の要塞は壁だ

けが残つていますが銃眼もあり、抜け穴につながる深

い空丼戸や埋もれたままの建物など、その規模は相当

の拡大さで、日本の城跡を連想しました。現在は島に

人が住んでいるらしく、山羊やホロホロ鳥を飼つてい

ます。

タンザニアだけではないと思いますが、移動するの

は容易ではないというのが実感です。人々の生活には

時間に拘束される気配が全くありませんから、時とし

てイライラしたくなることもありますが、都会人のス

トレス解消には最も効果があるように思いました。罵

声を耳にしたことは一度もなく、生真面目な顔と笑顔

にしか接しなかつたのは、私に表情が読めなかつたと

いうことでしょうか。

この日は、帰つたとき水浴ができるようにと、水が

たつぶり用意されていて、恐縮しながらバケツー杯使

つて汗を流しました。

台所や器具の用法も説明してもらつて、短時間の割

には、その生活を理解することができたように思いま

す。すべて必要な道具ばかりで、簡素といえばこれ以

上簡素な生活は考えられない位です。でも、豊かな自

然と飾り気のない人間のあたたかさを満喫できた旅で

した。

キリマンジヤロも野生動物も見なかつたアフリカの

旅でしたが、私にとっては、アフリカに住む人々と出

会えた、すばらしい「もう一つのアフリカの旅Jに違

いありませんでした。

南アの商品
「

ネダノヾ一列
「

アップルタイザーゴ を鉢 から遣放 ιようぜ _/
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南アフリカに滞在して
(その2)

竹 田 美 保 子

日本人は、2、 3年から5年 、自人地区の、プール

あるいはテニスコート付きの家に住む。敷地は500

坪以上ある。団地や50坪の一戸建から移り住むと、

大金持ちになつた気分だ。

日本にいる時は、主婦として家事一切やつていた。

使用人を使つて暮らすのは勝手が違う。うちのメイド

はこうなのよ、ああなのよ、と話している雰囲気の中

に放り込まれると、とまどう。早くこの環境になれな

くては、と内心あせる。

出発前、友人の奥さんに、メイドを使わないと生活

できないのか、たずねてみた。南アでは、黒人と接す

る機会が無いから、黒人のことを知る為には雇つた方

がいい、と0ヽ う返事だつた。日々、メイドとのたたか

いよ、と言われたが、大丈夫、私は人種差Bllに 反対だ

し、きつとうまくやつてみせると思つた。

我家で働いてくれたメイドは、キヤロリーナという

名前で、1私より1才年下の36才、笑顔の可愛い、ツ

ワナ族の黒人だつた。

1ケ月たつてお互いがなれた頃、「前の奥さんは、

ダブルベッドをあげると言つたのに、くれなかった。

私はだまされた。J「給料を1直 上げすると言つたのに

帰国前忙しくて、忘れて帰つてしまった。」と言い出

した。

そんなはずはない。家財道具一式、お金を払つて私

たちが引き取つた。引き継ぎノートには、「現在の給

料は○○ランド、必要に応じて値上げして下さい。」

と書いてある。

前任者は、キャロリーナのことを心配してt失職す

ると困るから、引き続き雇つてほしい、と手紙で言つ

てきた。給料は多めに払つていたし、帰国する時はお

礼にと、2ケ月分の給料にあたるお金も渡していた。

週 1回洋裁を習っているから、行かせてあげて、と最

後までキャロリーナのことをたのんでしヽつたのだ。そ

れなのに、「だまされた」とはどういうことなのだ。

次はIBL金の申し込みだつた。今日は気げんよくおし

ゃべりする日だなと思いながら、1時間ほど話し相手

になつていた。「おじが安い車を見つけてきた。絶対

お買い得だというが、買つた方がいいだろうか。」「

いくらなの。J「 2千ランド (25万円)。 」「そん

なお金、持つているの。」「無いから、だんな様から

借りられないだろうか。J

私達が南アに来て、まだ2ケ月しかたつて,ヽ ない。

断わられてもともと、と思うのか、実にいろいろな事

を言つてくる。これでは先が思いやられる。

子供を通じて、他の日本人の奥さん達と知り合いに

なつた。

ごちそうがたくさんあると、メイド用にきちんとと

っておく人。子供の教育上よくないから、メイドはパ

ートでしか雇わない人。この国でメイドを使つている

と、良心がとがめるが、あなたはどう思うか、と自人

に堂々とたずねる人。メイドが洗いやすいように、流

しに食器を並べ、掃除もしやすいように、と細かく気

を配る人。メイドに頻繁にかかつてくる電話を、いつ

もとりついであげる人。

しつかりした、心優しい日本女性がたくさんいる。

「そんなことメイドにやらせればいいのよ。J「電

話ばかりかかつてきて、うるさいから取りつがないわ

。Jと厳しい人もいる。

メイドヘの愚痴も時々でる。砂糖が無い、卵が無い

と借りにくるが、返してもらつたことがない。仕方な

キャロリーナ (右 )と母親 (筆者撮影 )

私たちはアパルトヘイトに反対 し、
｀
名誉白人

″の称号を拒否するノ
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いと思つて0、 またか、とうんざりする。用事をたの

むと、とっても嫌な顔をする。毎日のように、あれが

ほしいとねだる。ふたことめには、前の奥さんはこう

だつた、と言う。よくしてあげても、少しも感謝しな

い。等々。

他の人たちも、私とlplじ ような体験をしているのが

だんだんわかつてくる。一見、メイドを使つて華やか

に暮らしているようにみえるが、それぞれ忠戦苦闘し

ているのだ。

メイドにいくら払つているか、雑識している時のこ

とだ。一人だけ低い人がいた。「腹ぺこでふらふらし

ているところを雇つてあげたんだから、これでも感謝

しているわ。J年長の人が、「それはいくらなんでも

低すぎる。物価も上がつているし。Jと注意した。

日本人が接しているメイドやガーデンボーイは、こ

の国の黒人の中でも、底辺の労働者だ。賃金、労働時

間、仕事の内容、すべて雇い主の思うままだ。気にく

わなければ、すぐくびだ。

私自身、思い出しただけで恥ずかしくなることがあ

る。この国の黒人は人種差別をされていて、低賃金で

もくもくと働いているcメ イドにはできるかぎりのこ

とをする。いやなことがあつても我慢だ、といつも自

分にいいきかせていた。1年過ぎた頃、ついに限界が

きた。今から思うと些細な事なのに、メイドに対する

不
‐
inが うっ積してぃたのだ。相手も負けてはいない。

「今日限り、出て行け。」とうとう怒鳴り合いの大げ

んかになつてしまつた。

帰宅した夫は、君は弱い立場の人に向かつて何を言

つているのだ。解雇する場合は、1ケ月前に通告し、

退職金を支払うのが筋だ。この国の家内労働者 (メ イ

ドのこと)は何の保障もされていない。だからといつ

て、何をしてもいいというわけではない。とにかく、

キヤロリーナと話してみる。夫が仲裁に入つて、やつ

とおさまつた。

1年間、自人達とつき合い、メイドを使つて暮らす

うち、私の感覚はどこかおかしくなり始めたのだろう

か。

ホテルのプールに、インド人の家族が入つてきた。

「あらつ、インド人。そうだ、ここはマルティ。レイ

シャル (どんな人種でもよい所)だからよかったんだ

。」ある友人が、何気なく言つた言葉が印象に残つて

いる。この国に長くいると、自人や日本人以外の人種

が入つてくると、一瞬あれっと思う感覚が育つてくる

のだ。

長くメイドを使つて海外駐在していた人と話すと、

どこか違うと感じていたのに、この頃、その人の言う

ことがよくわかるようになつてきた、と冷静に自分を

見つめている人もいた。

長くいればいる程、不自然に感じられたことでも、

あたりまえになつてしまう。

「ここにいると、人間がだめになるわ。新聞を読み

なさい。勉強しなさも`よ。Jた つた半年のつき合いだ

つたが、何度もそう言い残して、帰つて行つた友人の

顔が浮かんだ。

`メ
DOメ)CO)0か D・oい¨ 0)0メン0メじ0メン●メ)0メ∞ 00● )ゝ0000メ 録0メン0メ鉢0メ録0メ)0メ鉢0メい0メン0メ)0“>Cα)CO,COつて,3

第10回 」AAC全国合宿のお知らせ

■日 時

■場 所

■内 容

□参加費

■申込み

■主 催

*ア フリ

11月 21日 (上 )午後5時～23日 (祝 )正午

岐阜市畜産センター (電話 0582-32-7181)
JR「岐阜」、名鉄「新岐阜Jから車で30分

『アフリカを語ろう 1 アパルトヘイト問題を考えよう !』 をテーマに
パネル◆ディスカツシヨン、分科会、フリー・ トーキング、各地の活動
報告、懇親会など。

10,000円 (2泊 4食 )

「こむらどアフリカ委員会Jまで電話か葉書で事前に御連絡ください。

日本反アパルトヘイト委員会 (JAAC)
力専門家の合宿ではおまへん。いちど気軽に参加してみはりませんか。*

南アの商品
「

ネタンヽ・―クゴ
「

アップルタイプーゴを日本から道赦 ιようぜ./
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第 7回 出稼ぎ労働

南アフリカは、鉱業、農業そして工業を基

礎にした経済をもつ豊かな国である。その富

は平等に分配されず、少数派白人に独占され

ている。南アフリカは世界有数の金、戦略的

金属、鉱物の産出国であり、それらの輸出収

入は70%にのぼる。

大規模な採掘がはじまった時から、鉱山所

有者は労働者の賃金を安く押さえこむために

出稼ぎ労働311度 を導入してきた。鉱山労働者

たちは、契約の更新を条件に南部アフリカ全

域から採用された。彼らは、一緒に住むため

に家族を同伴することを禁止され、特別な建

物 (コ ンパウンド)に住まわされた。この雇

用形態が続いている。今日、出稼ぎ労働者の

大部分は南アフリカ人であり、バンツースタ

ンに家族を残して働くことを余儀なくされて

し`る。

出稼ぎ労働制度は、鉱業から他のすべての

経済分野にまで広がつた。出稼ぎ労働者の男

女は、別々のホステルに住まわされている。

女性の出稼ぎ労働者の多くは自人家庭の家事

使用人として働き、それ以外では農場に雇わ

れている。家事労働者は、男女をとわず、ま

つたく法的な保護を受けていない。最低賃金

の規定もないし、労働時間の制約もない。そ

して家事労働者の大部分は、雇用主の敷地内

に住むか、遠くはなれた黒人居住区の男女別

ホステルに住まなければならない。いずれの

場合でも、子供や配偶者と一緒に住むのは非

合法である。

【上の写真】 「私たちは、三段になったセメントの寝台を当

てがわれた。セメントは冷たくて、身体をむしばむ。夜中の2

時か3時に起きなければならず、もどつてくるのは夕方の4時

か5時だ。」宿舎の状況を質問された元鉱山労働者の発言。

【次ベージ左】 南アフリカの富は圧倒的に黒人労働力によっ

て生みだされており、その大部分が出稼ぎ労働者である。

【次ベージ右】 出稼ぎ労働制度を維持するために、政府は主

要な雇用地域に家族が住むのを制限してきた。一緒に住みたい

と願う家族は、しばしば何でも使つて家を作らねばならない。

スクォーター。キャンプとして知られる、そのような社会の多

くが、政府によって強制的に撤去されてきてぃる。

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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タンヂニアか物     九 柱 卜 ど―

■アフリカフェは、キリマンジャロ山麓で収穫された豆をタ

ンザニア国内で加工したインスタントコーヒーです。■コー

ヒー豆100%で、合成保存料 ◆着色料 ◆甘味料などの添加

物を一切使用していません。■タンザニアは、南アからの亡

命者を受入れるために広大な土地を提供するなど、日先だけ

でない積極的かつ具体的な反アパルトヘイトのための支援を

行なつています。■アフリカフェを輸入することは、私たち

がタンザニアのコーヒー生産者と結びつくことだけでなく、

反アパルトヘイト闘争を支援することにもなります。■お申

込みは葉書か電話で「こむらどアフリカ委員会Jまで。1缶

(100g入 )750円 (送料別 )。 10缶以上は送料無料。

南アの商品
「

ネダ/ゞ一刀 √アップルタイプーゴを日本から遣放 しようぜ./
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Ja面b6.イ お元気ですか

」ambo! ぉ元気ですかD

当地は涼しく、快適な季節を迎えています。といっ

ても例年より、いく分か暑いような気もします。乾季

なのに、この2～ 3日 Jヽ雨がパラついたりもしていま

す。前の便りで伝えた大雨季も、本当にそれらしいも

のは3週間程度で終わつてしまい、勢ぃよく伸びてい

た我家の庭のとうもるこしも、みるみるうちに黄ばみ

だし、収穫できそうなものはわずかとなりました。今

年はちょつとした “異常気象"でしょうか。伝え聞く

日本の空梅雨ともあわせ、ふとそう思います。

～
6月 18日に予算案 (タ ンザニアの会pl年度は7月

1日 から翌年6月 30日 まで)の発表があり、多くの

日本人の予想 (期待?)していた、平価切下げは行な

われませんでした。現在、公定で1米 ドル=64タン

ザニア・ シリングですが、それを1ドル=80から1

20シ リングにすると、まことしやかにささやかれて

いました。その切下げが中止になつたのは、例の IM
Fの方策の受入れをめぐるムウィニ大統領と二エレレ

前大統領の路線の対立で、ムウィニがニエレレに屈伏

したからで、これで10月のCCM(革命党)議長職

の交代はなくなった ―一一つまり二エレレが留任する

と説ぐ日本人も多いのですが、果たしてどうなりまし

ょうか。

私は、政治一・ 権力のメカニズムはよくわからない

が、タンザニアの民衆の日常からみると、二エレレの

引退は必至のように思えます。そして、切下げ声明が

なかつたとはいえ、財政当局のいう「通貨調整」、私

たちのいう「沈黙の切下げ」が着実に進んでいて、1

年間に公定が1ドル=40から64シリングまで実質

切り下がつていますし、「経済の自由化Jはスローテ

ンポながら、ゆるぎのない流れになりつつあります。

ヒ実情

さて、労働者の最低賃金ですが、84年 7月以来の

810シリング (実質的には、86年 7月以来、手当

が上積みされて1055シリング)が、ムウイニのメ

ーデー演説で、この7月から1260シリングになり

ました。 (予算案では公務員、非現業公社員は更にア

ップされて、1370シリング)こ れがどのくらい

のものかというと、1ドル=150円 =64タ ンザニ

ア・シリングとすると、月給約3000円 ということ

になります。 (実勢=ヤ ミ・ レートで換算すると、約

1300円にすぎません。)私 がやつてきた84年

6月 の最低賃金600シリングを当時のレート (1ド

ル=240円 =12タ ンザニア・シリング)で換算す

ると、約1万 2000円になりますから、名目上、対

円では4分の1に切下がつていることになります。

もちろんこれは、この間の異常な円高の進行や、タ

ンザニア・ シリングの切下げがあいまつてできた数字

で、実質賃金が4分の1に切り下がつたということで

はありません。ただ、都市では確実に生活がしんどく

なつてきているでしよう。

しかるに、当地に進出している外国の団体・企業で

も、一部の例外をのぞき、名目上は最低賃金のライン

を守りながら、労働条件 (労働時間等)をみてみると

実質は法律違反と思われるものが少なくありません。

1日 12時間労働、休日一切なし、給料は最低賃金に

ほんの少し色をつけただけというのがザラです。まる

で、アパルトヘイト下の飢餓賃金もかくやと思わせる

もので、問題なのは本国で、おそらく労働組合員であ

私たちはアパルトヘイトに反対 し、
｀
名誉白人年の称号を拒否する/
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り、労働者 (自己)の権利に敏感であるであろう人た

ちが、そのことに気づいていないことです。つまりこ

れは、帝国主義による搾取うんぬんより前に、正しく

人種差別賃金なのです。

しかし、それだけで言い切れないのは、ほとんどの

タンザニアの民間企業、家庭が、最低賃金など実質は

守つていない、ということです。守つているとすれば

政府、公社系ですが、それはとりも直さず、 “仕事を

しない"ということと結びつきます。

経
ヽ

賃金の改訂とからませるとおもしろい、一つの改訂

がありました。新学年 (7月～)から、大学の学生の

食費の支給が現金fヒされたのです。今までは、それぞ

れの学生のスポンサー (ごく一部に自費)が、大学当

局に学費として授業料、図書費、文房具費、住居費、

食費として払込み、学生は、寮生は学生証を見せて食

堂で食べていたのです。しかし、これだと寮外生や非

学生による盗食が防げなかつたことと (事実、昨年3

ケ月ほど導入された民間業者による食堂が、偽食券等

の理由で支払われた食費より実際に出た食数の方がは

るかに多く、赤字を残しておわつた)、 もう一つは大

学当局および食堂当局による食費の使い込み、食料の

横流しによつて、食事内容が劣悪化し、学生が不満を

高めたためです。

学生自治会委員長は、「我々は子供扱いから脱する

ことができて嬉しい。これからは、自分のことには自

分で責任をもち、大学を離れたときも、うまくやれる

ことになるだろう。」と、それ自体、子供じみたコメ

ントを出していますが、学生全体にこの措置は歓迎さ

れているようです。かなりの男の学生が、酒と女で使

いつくして月末には無一文になろうとも、しつかりし

た女たちが自炊を始めて金をためこもうとも、そのた

めに電気クッカーがふえ、大学寮の電気容量が限界を

こえたり、大学の払う電気代がふえたとしても、それ

らは大した問題ではないと思えます。

審嘉「
″
ざ力彩 )z縁ザ笙

問題は、1日 113シリング、月額3390シ リン

グという食費の額です。日本円になおせば月額8千円

で、少ないと見えるかもしれません。従来の単一メニ

ューから変わつて、ウガリと豆から、チキンとチップ

スまで、価格でいうと20～60シリングと幅のでた

食堂ですが、町中の安食堂と比べほぼ同じ価格で、利

FTlを期待しない大学直営食堂としては、やや割高感が

あります。すでに、昼食をぬくか、近所のおばちゃん

たちの揚げるキヤツサバをかじるだけですませる学生

も現われています。だから、少ないと感じるむきもあ

り、現に学生自治会は、1日当り9シ リングの値上げ

と、食事価格の値下げを要求し始めています。

しかし、私には月額3390シ リングという食費は

“多い"と感じられるのです。それは私の1ケ月の食

費が、ときどき “ぜいたく"も しながら、約2000
シリングであることにもよりますが、前述の労働者の

最低賃金や、40代の大学の助教授、講師クラスが、

10人ちかい扶養家族をかかえながら、月給の手取り

が、せいぜい4000シ リングであることをみれば一

目瞭然でしょう。

大学生は、住居、水光熱は無償支給されて、前述の

食費以外に、月800シリングの小遣い、さらには、

図書、文房具、帰省費用まで現金支給されるのですか

ら、実質月給4500シ リングくらいになるでしょう

か。大学卒の初任給が、手取り月2000シリングを

切りますから、学生時代の方がはるかに富裕で、教授

クラスをも上まわる “厚遇"は、私には異常と思える

のです。

大学生が大事にされていることは、かつて「裸足の

国民がその血税をかけて、国の将来を託す若者を育て

ている。」といわれました。大学生たちも国の将来を

担う指導者としての理想に燃えていたのだ、と思いま

す。1961年に法学部の単科大学として創設され、

その後、文、理、医、農、工、商というふうに増設さ

れていつた若い大学は、すばらしい設備を誇つていた

ものと思われます。それが、タンザニア経済の低迷に

ともない、次第に維持、改修がむずかしくなり、水す

ら満足に出ない施設になつてきた……それにともない

学生の福利、 “厚遇"も次第に微々たるものになつて

きてしまつたのです。それでもなお、教授クラスを上

まわる “高月給とり"ですが……。

南アの商品
「

ネダンゞ―列
「

ァップルタイプーゴを日本から道放ιようぜ./



学生群像 D変4ヒ

さて問題は、学生たちの理念ですが……。かつて、

故ウォルター・ ロドニー在任時は世界の左翼知識人の

メッカといわれ、激しく戦闘的な学生運動をもち、イ

サ 。シブジたちを生みだしたと (懐旧的に)誇られ、

今なお「革命広場」の呼称の残るダルエスサラーム大

学の学生群像は……。

日本では「学生運動」というと、もはや積極的な意

味をもたなくなつて久しいようですが、隣の韓国での

学生と機動隊との激しい衝突を聞くと、あア、と思い

出したりします。南アフリカの運動では、主導権は労

働者に移つてはいるものの、学生はなお大きな役割を

果たしているように思います。またアフリカの中でも

昨年から、思いつくだけでも、ザンピア、中央アフリ

カ、ケニア、ナイジェリア等で、学生と警察の衝突が

伝えられ、何人かが殺され、傷つき、リーダーが逮捕

◆退学になるなどの激しさを見せています。

こうした事件は、その直接のきつかけはともかくと

して、その背景には、資本主義的発展形態をとる諸国

ゆえに、国家と学生との矛盾があつたのでしょうか。

…… そしてタンザニアで学生運動が絶えて久しいの

は、社会主義国ゆえに国家と学生との間に矛盾がない

のでしょうか。そういえば、デモも官製のそれだけで

すし……。

″

ダルエスサラーム大学に学生自治会らしきものは一

応存在していて、年1度の選挙で執行委員が選ばれる

のだけれど、彼らは特別棟の個室に住み、自治会費を

着服し、大学に公定価格で配給されるビール、煙草、

砂糖、米、マツトレス等々を闇値で横流ししたり、デ

イスコや映画会で金もうけに熱中し、その金で酒を飲

み、女をつれこむのを業としており、 “豚"と蔑称さ

れています。にもかかわらず、毎年、競争選挙になつ

て、そのうまみに与かろうとする者は多いし、卒業す

れば政治家志向として、党・政府中枢に入つていくと

いう、この国の病態を具現fヒ している存在なのです。

そうした自治会ですから、 “運動"を担う力がない

のは明らかですが、昨年から今年にかけて、小さな事

件が相次ぎ、彼らの力量が験されました。

まず、86年 4月に、大学の教官の子弟のための通

学バスを利用しようとした学生たちが、大学管理部長

F教授によつて下車させられ、拒否した一人が警官に

よつて殴打されるという事件がありました。このF教

授は以前から諸々問題があつて、教官・学生の怨 の

的でしたから、早速授業ボイコット、F教授の解任要

求の団交と展開しました。

日本であつたら、そういう問題のある人物を長期に

わたつて要職につけていた学長の責任追求というかた

ちになり、学長=大統領ですから、国家との対決にな

るのかと思つて期待したのですが、とてもそんな感覚

はありませんでした。学生たちは言葉こそ過激なもの

の、感情的で、とても整然とはいえず、自治会はなん

とか弓1きのばし、妥協をはかろうという態度がありあ

りで、追求される副学長以下、大学首脳も余裕十分で

した。「授業ポイコット」もささやかれたものの、あ

いにくと長期休みに入つており、残つているのは3年

生 (最終学年)の教職履修者のみで、 “学位"を間近

にした者がアテにならぬのは日本と同じこと、「オレ

は授業に出る。」という者が多く、ポイコットは不発

でした。そのうち、ずるずるとうやむやになつてしま

いました。大学の労働者たちは「学生は臆病だから」

と最初から言つていました。―一―なおF教授につい

ては、1年後の今年5月 に、管理部長解任。在任中に

200万シリング横領した疑いで、現在、調査を受け

ている。一――

自治会の指導力不足が露呈し、その後、執行部の内

部批判、委員の辞任、委員長の解任とゴタゴタが続い

て、9月に、今度は「授業ポイコット」が実現しまし

た。発端は、学生に割り当てられる図書費・文房具費

がここ7年ほど据え置かれて、その間の物価の値上が

りでテキスト4～ 5冊、大学ノート4冊も買えばおし

まいという低額になつてしまつたのですが、それが、

近くのカレッジのそれと比べても異様に低く、どうも

大学当局の怠惰もしくは横領によるものだつたからで

す。

この時は、3日 間も「ボイコット」が続き、連日、

学生集会が開かれ、「臆病な」学生たちも久しぶりに

興奮し、集会に出ない外国人学生が殴られたりしまし

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。ノ
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た。結局、倍額以上の増額を勝ちとつたのですが、そ

の過程で、増額幅をめぐる学部間の対立 (学部によつ

て図書費が異なつていたため)から、支給方法をめぐ

つて、差額の現金支給を要求する学生と、「現金でや

つたら、ヤツらは本なんか買わずに飲んでしまうに違

いない。」と自分たちの教え子を全く信用して0ヽない

(そ して、それはきわめて正しい)教授連とのやりと

りなどがでてきて、大学当局の責任Pp5題 はどこへやら

金のFB5題へ堕してしまつたのです。 (ただし、このこ

とが今回の食費の現金支給につながつています。)

この間も自治会は全く指導力なく、一般学生が主体

でした。今年に入り、この自治会は学生たちによつて

解任されました。

ノ」イネ大学 ζ拶……

あともう一つ、3年前に農獣医学部が分離独立して

できたモロゴロのソコイネ農業大学でも、今年 1月に

騒ぎがありました。ソコイネ大学では、1月が新学年

なのですが、新入生を迎え、寮の室数が足りないため

従来 2人部屋だつたところに二段ベットを入れ、3人

部屋にしようとしたことに学生が反対、「授業ポイコ

ット」にでたのですが、大学当局は、反対する 2・ 3

年生のほとんど (98%)を無期停学にし、その後大

学の出す誓約書に署名した学生を戻し出し、リーダー

の数人はまだ復学できない、という状況です。これも

新寮建設が、おそらく当局の資金流用によつて間に合

わなくなつたのが原因らしいのですが、それへの批判

は乏しかつたようです。

この件は、私は実際に見ていないので詳しいことは

言えませんが、おもしろかつたのは次のエピソードで

す。ソコイネ大学の大量の学生の停学のニュースを聞

いた、ダルエスサラーム大学の政治学専攻のある女子

学生が、こう言つたそうです。「二段ベットが何よ。

民衆の暮らしのことを考えれば、ロビーにでも床にで

も寝ればいいじゃない。」……と。一見、学生たちの

特権意識批判のようにみえますが、実はそうではない

のです。この女子学生、実は篠田豊氏の『ダルエスサ

ラーム大学留学記』の中に出てくる、問題をおこして

やめさせられた文部大臣の娘で、子供のときから、学

校への送り迎えはベンツでバスなど乗りたくもない、

帰省は飛行機、ボーイフレンドは金持ちのみ、人前で

母語 (チヤガ語)は決してしゃべらないのです。つま

り、彼女のソコイネ大学批判は、全く、文部省―一大

学当局の発想なのです。

彼女は、サモラ 。マシェルの死報に涙を流し、追悼

の詩を朗唱し、南アフリカ解放のための大学内にある

委員会のリーダーであるジヤマイカ人政治学教授の秘

蔵つ子であり、今や国営通信社に入り、帝国主義批判

をぶつ、という有様です。いつたい、どういう構造に

なつているのでしょうか。

と 万 ζb日本 %Ⅲ …

この国で学生の占める特権的地位、意識、また政府

批判はかなり自由だが、その実、反体制知識人は存在

しないということ、これらの分析にはまだまだ時間が

かかりそうです。それに、我が日本の大学生の状況は

如何とふり返るとき、しんどい状況にある小さな国の

学生の行状をあれこれあげつらうのもどうか、と自省

するのみです。

では、また。   (1987年 7月 19日記 )

‐ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― … … ― ‐ ― ― ―
‐ ― ― ― ―

¨ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

i

所 者 力 〕う こ
'こ

な ″ ク

朝日テレビの二■―ス・ ステーションで南アのことを放送していました。日本人駐在員

の人々の反応、南ア政府に対して大変恐れている様子でしたね。あたらず、さわらずの言

葉だけ残して。その中でインタビユーに答えた人は勇気あつたのかも知れません。

日本が南アに頼らずともやつていけるとの自信のもてる何かがあつたら……。こむらど

ニュースの中でも、そのような討議を掲載して、私のようなものから不安を解消させるほ i

どの実証を与えて下さい。理想をかかげた上での現実的なものを……。 (鳥丼洋子)  |
:

L_____― ― ― ‐ ― ― ― ― ― ‐ ― ― ― ― ― ― ― ― ― … … ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ‐― ‐ ―

膚アの商品
「

ネダ/ゞ一九

「

アップルタイザーゴを日本から遁放しようぜ./
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編集 ″ 力ど カ

■「もうひとつのアフリカに出会う旅87」 に

参加し、全員が元気一杯で帰国しました。昨

年同様、今年の参加者にも旅の様子や感想等

を本誌に書いてもらうことになり、今回はキ

ノレワについてです。弓1続き数回の掲載予定で

すので、どうぞご期待ください。

■11月 10日 に反アパ連学習会が開かれます。

反アパルトヘイト関西連絡会 (反アパ連)は

今年3月に結成されたアラン。ブーサツク牧

師歓迎実行委員会が発展解消して生まれたも

ので、当委員会も参加しています。報告者は

本誌に「最新南アフリカ情報Jを連載中の楠

原彰氏で、原稿に書き切れなかったことも含

めて南アの子供たちをめぐる状況を伝えても

らえるものと思います。公開の学習会ですの

で、ぜひ友人も誘つて多数ご参加ください。

■もう一つは」AAC全国合宿です。今年の

合宿は、南アのことは良く知らないがアフリ

カに関心のある人、アパルトヘイトのことは

知らないが差別は絶対に許せない人など、つ

まり“アフリカ専門家"でない人も気軽に発

言できる場にしたい、と話しあつています。

交通費や宿泊代でけつこう費用がかかるとは

思t｀ ますが、けつして損はさせなも`自信があ

りますので、参加希望の方は事前に当委員会

までご連絡くださもヽ。

日大阪市のAさんから、アップルタイザーが

おも`であつた、ということで 2つの喫茶店の

マツチを同封して連絡をもらいました。「私

がその場で抗議すれば良かつたのですが、何

分、理論武装ができていなしヽ故……J知らせ

てもらうだけでも、本当に助かります。アッ

プルタイザーにかぎらず、あらゆる情報の提

供を、よろしくお願いいたします。

■次号は、南ア史上最大の鉱山ストの報告を

中心にして12月発行の予定です。 (霜 )

生協が南ア商品を販売

最新南アフリカ情報 (第 5回 )

南アフリカの子どもたち (楠原彰 )

反アパ連学習会の案内

松戸でも展開中一一地域に根ざして南
ア商品不買 (売 )運動を (鬼塚厚子 )

【南ア短信】 ANC戦士、無期刑を笑う

キルワを訪れて 〔文=河崎洋子
絵=太田喜久男〕

南アフリカに滞在して (その2)
(竹田美保子 )

第10回」AAC全国合宿の案内

This is APARTHEID(第 7回 )

出稼ぎ労働

ダルエスサラーム通信 (第13回 )

(根本利通 )

反アパル トヘイ トこむらどニュース
■発行 こむらどアフリカ委員会

■郵便振替 大阪4-35095

〒573東大阪市若江南町 1丁 目6-3下 垣気付
TEL(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/


