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ジュネーブ国連反人種差別国際NGO会議に出席して

目蓋転蓋三菱真義芋蔓芸開質問状第2弾
三里壕とアパルトヘイト

次　去享孟芸丈孟至芸夏雲雷撃至鎧言会
だれからもらっているの？（ワークショップを手伝ってみると）
アフリカ行動委員会スケジュール
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ミブ∴コ＿ネ一二ブ国連反人種差月灯

国l梁N GO会議iこ出席して

この10月11日から14日、スイスのジュネーブでアパルトヘイト問題などを中心に

討議する国際会議に日東反アパルトヘイト委員会一東京を代表して参加した。この会読の

正式名は、「第二次国連の10年における人種主義と人種差別と闘う行動のためのNGO

国際会議」とやたらに長く、主催は「国連人権NGO特別委員会の人種主義、人趣差別、

アパルトヘイト及び非植民地小委員会（The Sub－Col舶ttee on RacISl，Raclal Discri血1

nat10n，Apartheid and DecolonlSationofthe SpecialNGOCouitteeon nulan Rlghts

）とこれまた長い。

ジュネー7の国連の会場に行くまでが大変だった。委員会のメンバーでもある望月氏の

働く旅行代理店で格安のチケットを求めた。まずはバン＝トックまで行き、そこで7時間の

待ち時間。次の日の朝、パリに着き、急いで市内から出るジュネーブ行きの汽車に乗り、

さらにジュネーブの駅から会場までタクシ⊥を飛ばした。さらに、広大な国連ビルの中を

パンフレット類のぎっしりつまったバッグを抱えて、会場に着いた時は、もう出発してか

ら2日臼の午後3時頃。

会場では、SWApOの前西アフリカ代表のエディ一にばったり会った。例のごとく抱

き合って、互いにその後の消息を話し合った。彼に最後に会ったのは、ダカールで198

4年冬のアンゴラー南ア停戦協定とANCの活動を封じたモザンビークと南アとの間のヌ

コマチ協定の直後だった。大西洋を望む友人の家で、ANC酉アフリカ代表のコーノ氏と

ェディーとセネガルの友人と筆者の4人で南ア当局の新たな取引が南部アフリカの解放に

もいてどんな意味を持つのかを話し合った日だった。セネガルの友人が、ヌコマチ協定は

実質的にモザンビークの降伏宜言ではないかと言ったのに対し、二人がこれはあくまで戦

備的なもので、モザンビークが解放支援を放棄したわけではないと反論したまま、海をみ

っめて黙ってしまったのを覚えている。そしてこの4年間に色々なことが起きた。198

4年9月、南アの大都市でのソウェト蜂起に次ぐアフリカ人の反乱、次の年の非常事態宣

言。1986年欧米の対南ア制裁の強化1987年の日大の対南ア貿易の活発化と、南

部アフリカはかつてない撒動潮にある。

さて、今回の会議の目的の一つ駄こうした状況を踏まえて、アパルトヘイトの廃絶と

ナミビアの独立に対し、NGOは何ができるかを討議することであった。またそれ以外に

先住民の人権の促進と保護および移民労働者の人権の保護という二つの課飴もそれぞれの

部会の中で討議された。

初Elの全体会読では、言近い各代表を前にANC、SWAPO、（PACは欠席）国連

関連機関、アメリカ大陸先住民組織、欧州の移民労働者組鰻、などの代表が基調報告をし

た。筆者は上記の三つの部会のうち、第一部会であるアパルトヘイト・ナミビア問題の

討議に参加したので、以下箇単に報告しておきたい。

ANCおよびSWAPO代表の現状報告では、この10月26日の南アの黒人を排険し
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た非常事悉宣言下の地方選挙の欺隋性と多大な人的・物箕的損害ゆえ譲歩を余儀なくされ

ている南アのナミビア独立秦に対し、過去の経験から藍み予断を許さないことなどが強調

された。また、南ア国内においても、反アパルトヘイトにたずさわる人々の大量拘留・拷

問の日常化などますます基太的人権が和されてきていることも報告された．

これに対し、欧州の反アパルトヘイト市民グループの代表は、自国政府と南アとの経済

的鎧びつきと、市民運動の状況について言及した。筆者も、8月まの反アバルトヘイト．

アジア・オセアニア・ワークショップの成果と日大を筆頭とするアジアとアパルトヘイト

との経済協力関係について報告した。

以下紙面の関係上この会議を通して感じたことを3点のみ記しておきたい。

第1は∴太会議は、1948年、第3回国連総会において決議された世界人権宜言の4

0周年記念を意識して比較的大規模に開催したものであるが、「人権」の広さと探さを改

めて教えてくれた貴重なものであったということである。アパルトヘイト問題をよく単に

個人の拷問や不当逮捕だけの人権問飴に限定してしまう見方があるが、今回の会議では、

人権の概念をさらに広げて、そうした基太的人権の侵害を生む政治的・経済的抑圧のメカ
ニズムまで立ち入って考えねばならないことを痛感した。

確かに．政治犯釈放や「名誉白人」欄回キャンペーンはいまだアパルトヘイトに関心

の薄い世論を喚起したり、個人の人権侵害のケースのみを扱うという組織の制約などで、

大いに理解できるし、これからも促進すべきと思われるが、他方ではいつまでもそれだけ

にとどまっていてはアパルトヘイト廃絶のための最盛由行動にはならないのではないかと

思われた点である。

SWApOやANCの代表が国連型対南ア全面経済制裁を欧米日に應み切るように訴え．

欧州の代表が南アと関係のある自国の企業リストを参加者に配布する所まで行っている時

に、日太と南アとの経済関係を不問にして、もっぱら日大人に関心のある「名書白人」慮

回や南ア新聞の紙面を買い取って「日大はアパルトヘイトに反対です」とアピールするこ

とが．どこまでアフリカ人自身の人権の現実的回復策になるか疑問である。

問題はアパルトヘイトという壁に向かって日大人の反アパルトヘイト姿勢を強調するこ

とでもなければ、特権を放棄しないでアパルトヘイトに反対する白人リベラル派と合唱す

ることでもない。間顔は、この壁を「一人一票」という政治的権利を要求して崩そうとし

てきた黒人や他の人種からなる反アパルトヘイト政治勢力と連帯できるのか、できないか

という点にある。というのが今回感じた第1の印象である。

ちなみに、世界人権宣言の第21粂1項は「すべての人は、直崖に又は自由に選出され

た代表者を通じて．自国の政治に参与する権利を右する」と、人権は政治参加の権利を含

むことを明示している。

第2の印象は．今回のNGO会議に日棚が、米国につぎ、ソ連を追い越し世界2位

という国連拠出金大国にもかかわらず、オブザーバーを送っていなかったことである。最

近、日太政府は0DA（政府開発棟助）の増額にともない「欧米並に」NGOの支榎を打

ち出しているが、こういうNGO国際会議にこそオブザーバーを派遣し、世界の抑圧され
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た人々の人権の現状とそれをなくそうと粛っているNGOの括勤について謙虚に耳を傾す

るべきではないかと思った。

1986年バリで行われた国連対南ア制裁会議の時は、日太政府のオブザーバーが確か

にいたが、NGOセッションでは、何とJAACの発言の時だけ出て、その後すぐに会場

からどこかへ消えてしまった。会場では第三世界からの代表を含めた様々なNGOが貴重

な報告をしたが、そういう声には見向きもせず、多大な予算を使い日太の集会でも聞ける

日大の市民グループの報膏だけを子供のもっかいのように聞きに来る姿を見て少々寂しか

ったのを覚えている。

これにひきかえ今回の会議では唯一の日大からのオブザーバーとしてNGOである庭野

平和財団の方が2名出席し．また熟心に交流しておられたのが印象的だった。

第3はこうしたNGO会議をスイスという世界随一の金持ち国で開催することのセンス

について感じたことである。筆者は国連の組織、子算の制級コミュニケーション等の枝

備上の問題について詳しいことは知らないが、NGOという草の根の集り位、ニューヨー

クやジュネーブでなく、アジア、アフリカの都市（田舎ですると交通・通信の同塵で予定

日に全点が集合できない可能性がある。それでなくても今回セネガル代表は48時間の遅

れで到着した）や欧米日の田舎で質素に、一晩中話し過ごせるような形で開催できないか

と思った。アンデスの山から降りてきた先住民NGO代表や普段は政州の工場で軌、てい

るアラブ人労働者の代表やフィンランドで平和教育をしている人権グループの代表などと

日大ではなかなか話し合える機会のない参加者と、もう少し過ごせるような工夫があって

もいいと思う。

なお、最後にここでは移民労陽春と先住民の人権に関するセッションとそこに出席した

人々とのインフォーマルな交流については報告できなかったが、変動する世界情勢の中に

おける人権のあり方について多くを学んだことを付記しておく。（勝俣‥　誠）

査

Q・マツダの工場がたくさんの石炭を使っています。それが南ア産かどうかは

どうしたら調べられますか？

A・日大が何処からどのくらい石炭を輸入しているかは石炭年鑑を見ればわか

ります。しかし．その多くが南ア産だとしても、マツダに直接聞けばr輸入業毛

から買っていてるのでその素姓については知らない」と言うでしょう。そんな時

は何処の港から運ばれて来るかを調べてみましょう。港がわかったら、そこの港

湾管理局に行き入港記録を見せてもらえば、その石炭が何処から運ばれて兼たか

がわかります。（東京の場合は東京港管理事務所TEL．451－1156）

大勢で行動するのは苦手、大きな声で「ハンターイ」なんて言うのは騰いとい

う学究肌の方臥　こういう資料を集めて教えてください。
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L卿
＜学校は一触即発状態（2）＞

パンツ「縮緬蹴る都
1別8年、国民党が政権の虚についた後、教育は白人．

インド系、カラード、アフリカ人向け、とはっきり四分

された。

アフリカ人の教育はさらに、いわゆる「神の題意Jだ

といって「部族別Jに細分された。現在、分足しながら

もiI等にという路線の議論棚ではなされているカも

そんなことは現行の教育制度ではありえないことが日々

実証されている。

バンツー教育は、慈人された直後から巣人たちの激し

い抵抗に合ってきた。「他のアフリカ諸国にくらべたら、

南アはずっとましなんだから文句をいうことなどない」

と、装人たちはくり返し聞かされてきた。まるで南アの

照脇争の質が、他のアフリカ凛国の発脹段鰐との上臓

で決まるとでもいうかのように・・・

あらゆることで∴統計がこの主踊りを実証してき

た．

国際教育研究所のデイヴィッド・スモックは1晒、

南アフリカの教育に関する報告谷でrたとえば、人口10

万人あたりの大学生の激をみると、ガーナ、コート・ジ

ポアール、ケニア、ナイジェリアのほうが南ア匠内のア

フリカ入学生よりもはるかに多い」と述べている．牧は

「ケニアで軋特に重要な分野についていえば、度数

工学、建染学を学ぶ学生の数は、南アでそれらを学ぶア

フリカ入学生のおよそ5倍にのぼる」とも言う。

スモックlよ南アのプッシュ大学（部粗山に作ら

れた、凛傍、カリキュラム等あらゆる面で不備な大学。

淡弁大学といったところか）の貧弱さに言及して「毘工

系の講座では、二Ⅰ二学■建染学、蝕食物染着乳

獣医学ガ髄されていない」と述べている。

肋1泌1年．外務省の官報のなかで∴義l創考搾綿1度

の導入が咽内のすべての人種集団が平等に教育を受け

る捜会をもつための、唯一一の重要なステツナである」と

主張した．大部分のアプリ九人は、義務教育制度の導入

は、劣悪な教育を鵬受け入れることになるといって，

それを拒否した．

1弘1年の抵抗はJ遇、南アの人々ボ直面することにな

1988年8月1⊥日～17日号

る、バンツー教育との軌－のはんの始まりにすぎなかっ

た．

そもそも、ことは1剃年、パンツ「教育法の施行に従

って大挙でもア′勺レトヘイト教育力Ⅶ点されたことに始

まった。それ軋UCT（ケープタウン大学）の副学長

トム・デイヴィーズが∴だれをどんな基準にもとづいて

大学に入学させるかという決定権を、大学ではなく鵬

が持つことを阻止するキャンペーンを触したときのこ

とだった。

独すでに1即年の人口登録法によって、都市の大

学へ入学するには白人でなければならか、，ということ

を決定していた。

1貼5年に始まったアフリカ人の教育連動は，アフリカ

入学生に材するオrJレタナチイヴな微音の方弘を探って

いた。しかしこの遊動によって運営された非公式の学校

は．19馳年までに既鎖された。

1959年に比大学数育拡大法が制定され．ふたたび大き

な抵抗に合った。これはプッシュ大学の出現を予告する

ものでもあった．この法律の制定後．1漬巳年にはカラー

ドの教育のためのカラード同雛酢1粥5年にはイ

ンド系の教育のためのインド刑瞳担当省肌それぞれ

作られた。

1渦年，UCTは社会人類学の学部で蓋師を一名採用

した。ところが恩人であるという．哩由で政府が介入し．

辞創七乏められなかった．ucTの事件は二日人数青の

基本方針となる国民教育法が通過した翌年に起きた。

1妙牢にはSASO（南アフリカ学生樹：黒人慈鎮

過勤の接となった団体で、乃年代の黒人蜂起の中心的役

割を也った）粕成された。13歳のヘクタ一・ビーター

ソンが1晒月16日の助の執着となったのは、こ

のSASOの記念日の最中のことだった何首人ものソ

ウ工トの学生坑′くンツ「教育に反対して棚に行進

しているとき、無の鶴によって毅されたのだ。

3年後に、教育・訓練法が国会を通過したとき，政府

はパンツ→教育という名給を変えた。省の名前もパンツ

ー教育省から教育訓練省へと変わった

1郡年、学校ではふたたび不満ホ臓した．そ雌牢、
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政府は教育を誼査するため、ド・ランゲ義貝会を設立し

た。この委員会kLすべての教育を一つの省が担当する

こと、および教育制度全体の構造改革を提言した。

L98作，姻戚は，この提言を取り上げないと鮎崩した¶

また【■ポ拝、大学数碓大法のうち、60年代の抗議目標と

なった条文が廃止された。この法経は、Z的潤にわたり

大きな傷跡を残した．

駕1測ノ均二、教育速読キャンペーンが始まり、パンツ一

級勘こ対する学生の闘いが盛り1．がりを見せた。この年、

7テリッジグィルのエンマ・サテゲ（15歳）が警察の・tJ

に操き殺された。

Ⅰ弧5年．活動家の教師たち、マシュー　ゴ二ウェ、シ

セロ・ムシャウリ、スパロウ・ムコント、フォ】ト・カ

ラタが闇奨きれた。手足を切り取られた彼らの身体机

めちゃめちゃに壊された車のなかで発見された。そして

ノース大学の草月三、ジョセフィーン・セガーモが拘禁lト

に受けたショックによって精神を痛み㌧死亡した．

何年にもわたって．あらゆる反対にもかかわらず．政

府はパンツー教育を維持しようとやっきになってきた．

その感度は、体制側のスポークスマンさえ、時代遅れだ

といっているのに＝・いまだに変わっていない。

先週にかぎってみても、ゾウェトの3つの学校で学生

と教師のあいだに乱闘があった．その後、DET（教育

訓練省）が直接介入して授業の停止を命じた。この命令

は、事前に両親の意見を求めることなく下された．両親

が学校に対して、学生を確実に拍動すると保証できるよ

うになるまで、学校は牌されることになった。

この時点にいたるまで、DETと12人の両親・卿

・校長・牧師の代表の閲で、ソウェトでの学校の危橡を

乗り越えるために、何回か交渉がもたれてきた。だ淡．

その経陸を無視して学棚命令は下された。両親たち

はこの介入にr驚いた」と語った。これらの学校では、

捜業は定常に行われていると考えていたからだ。

テンピサでは、この地区で行われている授業ボイコッ

トを解決するために∴親たちが集会を関く許可が得られ

なかった。治安部隊は、集会を聞くためには．ケンプト

ン公園治安裁判所に許可申請をすべきだ、と言った。

雛の餓蹴るば椚？
ソウ工トの黒人教習の危怪は、さらに深刻さをますは
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かりなのだろうか？

先週の2つの事件は不意な兆候を示しているようだ。

イボンゴ．フォンタヌス、マデイバー不の3校では先

週、授業が「これ以上の混乱がなく、剋たちが（チビも

たちを抑えて）正常な授業を、当局lこ対して保証できる

ようになるまで」」噸刹鎖された。

ドゥーベのダリウォンガ中学校では、2週間前のマン

デラ夫人の家での夜相集会のため∴数人の雌カカ！嬬さ

れた。

この2つの4i作は、昨‘1三初め生徒たちが学校にもどっ

てきてから、故室に立ち込めている危うい新砂状態を粉

々にする働きをしただけではなかっただろうか。

事実、昨年生徒力学校にもどるにあたってDETか隊

しい条件を導入したときから、危険信号は点滅し始めて

いた。過去18ケ月臥授業は、逮胤生徒に新たに課

せられた制約」刀の示威，を背恩lこ無理を押して行われ

てきた。

槻木的な問題軋親あるいは臨設計吼「当局が必要

とする場合は、わたしの子どもあるいは被保盛者が」戯

罰に処せられても異存はなく、また学校の財産および省

の公簿が妓懐を受けた貌合，その損害賠償金を支払う、

といった生徒側の誓約書を提出する義務があるというこ

とだった。多くの生徒は、さらに掛、管理琉制だといっ

て、その誓約再の用紙を破り捨てた。

l司様にして謎虫を呼んだのは、オールタナチイヴな授

業、あるいは「人民教育jの導入への反撃が狙いと推測

される規制だった。それには次のようなものが含まれて

いた。

・DETによって承認されない指卿や科目の禁止

・学校当局は、脚内の生徒の出入りを禁止でき

る．

・学校に正式に調係していない人物、および学校の活動

に支障をきたすとみなされる人物の立ち入り禁止

・Tシャツ、バッジ、スローガン、ユニフォーム、謝、

ぴら．手紙軌土持ち込み禁止。

・履修錮射通務であるが＿学校良あるいはその代哩は

受録を拒否することができる．

・生娘塩入された学年、クラスを受け入れなければな

らない。これに従わないときは「自発的に退学したとみ

なされる」。



不平はいくらでもあった凸　しかし、この制約と授業再

【削こは、現在活動を制約されているNECC（金屋教育

危機感封会÷学校と数甜題を考える反アノ勺レトヘイト

■†戊・学生の運動体で、1挑年2月脆活動を禁止さ

れている）の詣導者の大部分が拘禁されているというこ

とが影をおとしていた。

昨年、試験が実施されたとき、「クラスメートが逮捕

されているのに、言頓など受けられない」といって多く

の生徒が…頓をボイコットした。そして、学年の初めに

は∴生徒一前払紆芦校やlI納、あるいl地力やホームラン

ドの学校へ、人準して移っていった。

不安、怒り、いらいら＝意欲喪失、失望といった芳明

気が全体に満ちていることは，長期にわたる登校拒否、

学校の俵壊、Orrの監修官や職fiへの攻撃によって明

らかである。

教師もまた、生徒の撼凱こ共鳴を示したために犠牲に

なったり配置転換されたりしたと、不平を述べた凸やる

気をなくしたり、おじ気づいたりした教師は授業の準備

さえしなくなり」噺渦川についていく努力もしなくな

った。学校の管理は生徒の手に委ねられたのだ。

ソウ工トの学校の．荒廃を生徒の葺任として非兼した教

師は、先週末、教師・親・生徒の三者による集会で屈辱

的な扱いを受けた。その集会はものの3分と名宝かなかっ

危按の鯛虹つ。それは‥・
教育の直接的な危機の原柳ま，議論をかもすl勘題が巻

き起こっては変動するため，簡単にこれだということは

できない。しかし明らかに、教育の危機の原因は複雑に

錦み合う二つの要凶に限定できる。

その一つは教育制度そのものであり、もう一つは回の

政治的な危機である。

一昭凱（学生たちの園争の）最も重要な関′加担ま、

SRCs（学生代表者会議）の設立を大学側が認めない

ことにあった。その後、対象は授業料へ、さらに教科書

へ、そして「人民教育Jに対する規制へと移っていった。

闘争のもう一つの矛先は、校内に治安部隊が常駐するこ

とに向けられた．学生たちはr武装した兵士カレヾトロトー

ルしている学校でなんか、落ち着いて勉強できない」と

主張した。

高名な教育者はかつて、r基本的な問題LL教育力も

本来の教育制劇こ関心をもたない人々・・われわれを抑

圧することに汲々とする有権者の利害を代表する人々、

の手に委ねられ管理されていることにある」と指摘した．

このことは、教育制度の構造、方針そして運営という点

からの根本的な見直しがなければならないことを示唆し

ている。

先週、副教育阻．サム・デ・ピーアは、政治的不安と

いう状況で、基人たちの希望がほとんど聞かれないまま

では∴学校の正常な機穂も効果的な教育もありえないこ

とを．はめた。「・学校で広く起きている難題は、社会的か

つ政治的問題と鮨びついている。学校は単独で動いてい

るわけではないのだ」と。

彼は，r『無秩序がはびこる』学校での授業の一時閉

凱ま，授業が勧果的に行われる雰囲気を回復するため，

緊張をやわらげることを狙ったものだJと述べ、処分を

r好意的な響告」と表現し、「けっして省当局側の復讐

といった意味あいのものではない」ということを強調し

た。

しかしながら彼は、生徒の大鼓逮捕、黒人校での治安

部隊の常駐、NECCの活動禁止は、望ましいものでは

ないとも認めた。rわれわれは軍隊欄こ介入するこ

とを望んでいるわけではない．しかし，われわれの子ど

も、教師そして財産の安全は守られなければならないの

だ」と。

現在の教育制度が存在するかぎり、黒人の学校をめぐ

る状況は憩lヒ㌻る一方だろう。学ぶ捜会は失われ、不満

足な経歴しか得られず、温人社会の犠牲はますます大き

くなっていくだろう。そのことによって引き起こされる

深刻な後遺症が、南アからアパルトヘイトがなくなった

後も何年にもわたって、われわれにつきまとうだろう。

これは悲劇的な現実である。

教育の危機の惑循環を打ち破るもっとも確かな方法は、

アパルトヘイト体制を終わらせるという断固とした政治

的決断しかないのである。　　　　　　　（了）

来（）内は主に、本文の理解を助けるために，訳証と

して挿入したものです。

（構成、霜、訳：笹生＆くぼた）
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女性＜一・≧5－ぶの欄（召し）

不当に逮摘されている人またはその家族に励しのお手紙を書きましょう一一クリスマス

にはカードも送ったりなんかして・・・手紙委員会。　反アパルトヘイトの要は伺といっ

ても経済制裁！できる所から手をつけましょうとボイコット委員会。　今まで反アバの言

葉・概念はどれをとってもヨーロッパ経由、今こそアジアの生の声を！とばかりにアジア

ワークショップ残り委員会・・・等々。

強い指導力を持ったプランナーのいないアフリカ行動委ならではの収拾のつかなさ！し

っかしどれをとってもそれぞれよく考えてバランスとってやっているな一と感心してしま

います。

そっそこいくと私ら女性ぐる－ぷは酒の勢いでできてしまったはいいが何をピーしてよ

いかわからない。宣伝してしまったからには「しゃ－ない、じゃビデオでもみんぺ－」と

ばかりFメードとマダム』を見て感想会、しかし事務局側の足並みがそろわないのと暴走

でもって多くの謙語を残すはめとなってしまった．しかしそれからというもの失敗を汚し

丹念に事務局レベルのミーテインクを行い整えて再度11月11日に全体ミーティングに

こじつけることができました。先取りして言ってしまうと、ザッとながら見通しが見えて

きたのと、それにつれて自らの革命的観点を兄い出すことができました。顔して一一くつ

した洗いがアパルトヘイトを打ち倒す？！一一何とも奇妙なタイトルで一体どこが革命的

なんだと思われるでしょうが、さておたちあい！

アパルトヘイトとは何ですか？と照われた時、1900年どこどこで施行きれた人種隔

離政策と答えればまあ社会科のテスト程度ではマルがつくでしょう。しかし、多少でも関

心を持って接している人ならば何か物足りなさを感じてしまうはずです。確かに法的制度

としてのアパルトヘイトの存在は否定すべくもなく現前している。しかしそれだけで維持

され再生産されているわけではない、ハッキリしないが何か大変身近なものがあってはじ

めて、それが存在しうるのた・・・その一例らしきものをあのFメードとマダム』より抜

き出してみると・・・女「女が外で働いている聞、失業している男が家事をするのはあ

たりまえでしょ」　男rLかしわ－J　女「何をためらっているの」　男「向をって、や

はり男がそんな事をしたひにゃ、民族の面目まるつぶれだ－」　女「それって、家事はい

やしい女の仕事だという観念があるからでしょ！」多少誘導尋問の嫌はあるものの男たち

は黙ってしまった。これは大切である。アパルトヘイトは強力な公安組織とアブリカーを

誇る巨大な軍事力によって外的に維招されている！と同時にまさにこの日常的でささいな

事柄によってもまた内的に維持されているのではなかろうか？これがくつした洗いとアパ

ルトヘイトの関係なのです。一方でまずあの井人道的なアパルトヘイトを倒すことが先決

でその他の女・子供・なすかぼちゃは後回し！といったウンドー論が強固にある中で私ら

は「女・子供・なす・かぼちゃを棚上げしても残りうる非人道性って一体何なのさ－」と

こだわっていきたいと考えている。女性ぐる－ぶの女性とは文字どおりの女性を示すばか

りでなく、先述のいわばミクロ・アパルトヘイトを繰持・再生産し続けている構造にメズ
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（女性）を入れていこうとする姿勢を象徴しているのである。

いつ実現されるかは見当つかないにもかかわらず、私たちは大きな探求ブランを持って

います・・・。女性労働の実施、反射するところの男の労働、白人女性のそれ、そして伝

銃社会における男と女、ヨーロッパ型父権社会考案、そしてそれらをネガとした私ら自身
‥・これら多くの間顔を一つ一つ暗には日和りながら長く紛ナていきたいと思っていま

す。ピーンと感じるものがある方一度御参加あれ！次回は12月9日（金）「ローズとノ

ンプーラと南アのふつうの女たち」を読みます。

男たちへ　いい女が舌なめずりして待っているわん！

女たちへ　いい男がビクビクしながらも待ってるぜい！遠山　健子でした

ニ1ここ二・ここ壬；；ニ；さ‘iこiiここ岩＝÷；ぐ…i一二；＞二・二…＝二・；＝ニi÷ニケ三＝ささi m・〇三㌢

＊雛がきセット発か

反アパルトヘイト・カレンダーの絵でおなじみの降矢洋子さんの
版磨5枚が、すてきな絵はがきセットになりました。

下の絵はそのなかの一枚「味見」（That Tastes Good、Hul▲y）

で羞論い合わせは事務局へ。　定価5枚1組5。。円
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南ア商品販売に関する公開質問状　第2弾

前回、西武百貨店、ダイエー、イトーヨーカ堂、ジャスコ、西友、三越、セブンイレブンジ
ャパンと大手流通会社7社から、質問状に対し南ア商品取り扱いを中止したという主旨の返事
がもらえたことに少々気をよくしたボイコット小委員会のメンバーは、10月20日・第2弾とし

て、今度はもっと広い範囲でとり合えず目につくところには出してみようというのりで百貨

店、スーパー、コンビニエンスストア、生協等47社に公開質問状を出しました。
今回の質問状も、前回同様、アパルトヘイト体制下の黒人たちの現状と、国連や各国のアパ

ルトヘイトに対する措置、そして南アへの貿易高が世界一という不名誉な日本がアパルトヘイ

ト体制に荷担しているという現状を述べ、日本の企業責任ということもふまえて、南ア商品の

取り扱いとアパルトヘイトに対する姿勢を明示してもらうように要請したものです。そして、

前回寄せられた流通大手からの回答を、他の会社が南ア商品の取り扱いをやめたという意見が

取り扱いについて見直すきっかけ、刺激になればという思いもこめ、資料として付けましたb
まだ返事の来ていないところへ臥今後、再度電話あるいは手紙で催促する予定ですが、現

時点で返事の来た47社中18杜の回答を以下に簡単にまとめました。

（1）取り扱い商品について　　　　　◎扱っている　0扱っていた　×扱っていない

表中の記号⇒ア…アップルタイザー　ケ…ケープワイン　黄…黄桃ク…クノレーガーランド

金貨　デ・・・デ・ビアス社ダイヤ　卦・・その他の貴金属　イ…イセエビ　そ…その他

（2）南ア商品の取り扱いについて会社レベルの決定の有無とその回答

百貨店（11社中5社回答）

（1） �伊勢丹 �東急百貨店 �丸井 �小田急百貨店 �さいかや 

ア �○本年7月取扱 �（⊃ �× 〉く × （二）現在取扱いな �（⊃本年5月中 �（⊃ 

ケ �い中止 × �（⊃ ��止 × �（⊃ 

黄 ク �X O立川・浦和店 �× （⊃60年10月以降 ��× （⊃68年取扱い �〉く （⊃ 

62年4月以降 �取扱いなし �し �中止 × × × × 

デ �取扱いなし ×直接取引なし �×直接取引なし �×直接取引なし ��×直接取引な 

黄 イ そ �×直接取引なし 〉く × �×直接取引なし X X �×直接取引なし × × ��し × 0 × 

（Z） �6月一斉調査。 �調査の結果、取 �クルーガーラン �金貨について �アップルタイ 

食料品のように �扱いのあった食 �ド金貨のみ扱っ �は田中貴金属 �ザ一、ケープ 
一部取扱い商品 �品は直ちに取扱 � �の取扱い中止 �ワイン、イセ 

ついては調査後 �い中止．海外品 �田中貴金属取扱 �とともに取り �エビについて 

販売中止しまし �の直接買い付け �い中止と同時に �止め、アップ �は早速取扱い 

た �は近年積極的に �打ち切りました �ルタイザーは �中止を指示し 

行っております ��本年春から中 �ました。今後 

が、南アは除外 しております ��止しました �共主旨の徹底 につとめます 
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ス－ノヾ－、　＝コニノヒごニエニノスス　トアー

（32社中11社、生協4社中2社回答）

（l） �忠実屋 �相鉄ローゼン �大丸ピーコック �八百半デパート � 

ア ケ 員 ク デ黄 イ そ �0本年5月販 �〇本年6月販売 �○ × （⊃ ）く ★ × × �（〕＿ × × × × × × �03月に売り 

売中止 �中1上 ���上げ低迷の ため取扱い 

× （）本年5月販 �〉（ ○本年6月販売 ���中止 × 03月に売り 

売中止 X X × × �中止 × ＼ X X ���上げ低迷の ため淑扱い 中止 × × 〉く × 

（2） �本年5月末を �6月に社内会議 �本年6月より販 �アパルトヘイト �行なっており 

もって南ア商 �において南ア商 �元を中止いたし �政策が国際的に �ません 

品を取扱わな �品を調査した結 �まし �批判をあびてい 

いこととした �果、取扱い商品 は直ちに自粛す る事を決定いた しました ��る環境下の問題 を考慮して6月 より商品を全て 撤去 

上記に他、回答のきた都民生協、さいたまコープの生協2社と、マルエツ、サンショップ
ヤマザキ、アブアブ赤札堂、千葉薬品、ダイクマは全商品取扱ったことがないとの返事です。

（3）アパルトヘイトに対する考え
＊伊勢什…‥・・…、射七は人間の尊重を経営理念の基本においており、アパルトヘイトに代表

される人種差別には反対致します。
＊東急百貨店・・…・当社は人間の豊かさの追究とその実現を目標としそおり、「基本的人権」

は当然尊重され守られねばならず、国際化社会に対応した企業倫理を確立
していきたいと考えております。

＊丸井…・・・・・……・アパルトヘイト政策の現状については遺憾に思います。一日も早く差別政

策が解消するように腐っております。
＊小田急百貨店…当社は宗教・思想・人種のいかなる差別もしないことを基本としておりま

す。
＊さいかや・・‥…・このような差別政策には反対であり、早急に解消されることを望んでいま

す。
＊忠実屋・・…・・‥・・国籍・人種・思想・信仰・性別等による差別は基本的人権の尊重精神から、

いささかもあってはならないと考えております。
＊相鉄ロトーゼン…当社はいかなる国においても人間としての尊厳を無視するような差別政策

についてはあくまでも反対であります。
＊大丸ピーコック・・・当社は国策・人種・思想・信仰等によるいかなる差別もあってはならな

いと考えております。
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＊八百半デパート…当社は「生命の実想」哲学を基本ポリシーとして、国際・国籍・人種・思

想・信仰の全てのお客様に奉仕する蜘－らいかなる差別にも反対致します
＊ローソンジャパン…無回答

＊さいたまコープ・・・私共は「一人は万人のために、万人は一人のために」「平和とよりよい生

活のために」をスローガンに掲げています。さらに協同組合原則の一つとし
て人種・国籍・性別・思想・信条によって差別されないことを明記していま
す。こうした基準に照らしても、「基本的人権」は当然尊重されるべきもの
と考えています。

＊都民生協・・・・・…・人種差別、人種抑圧は協同親合の精神に相反すると考えます。

＊アブアブ赤札堂・・・人種隔離政策に対しては連健に思い、当社としては基本的人権は尊重すべ

きだと願い、早急に改められることを願っております。
＊サンショップヤマザキ…人職の現状については遺憾尋こ思い、早急に改められることを願

っております。

＊ダイクマ…・…・・基本的人権は尊重すべきものと充分認識して営業活動を行っております。

＊マルエツ…・・・…人種隔離の現状については退懐に思い、早急に改められることを願っており

ます。
＊千葉薬品・・・・・1卜・・・特になし

＊扁屋ジャスコ・・・当社はジャスコグループの1社であり、政策を受けています。従ってこの回

答につきましてもジャスコ（株）と全く同様であります。

以上のように、回答の返ってきた会社の返答内容は、前回同様、人種差別等には反対である

主旨の考えを示し、現在は南ア商品を放り扱っていないというものです。アップルタイザーや
黄桃など、どの会社も今年の春頃から取り扱いを中止しているのは、やっぱりイトーヨーカ堂
の取り扱い中止の反動が出ているのだなあと嬉しい気もします。ただ、各社が単なる右へなら

え式にではなく、何故取り扱いを中止するのかという点をきちんと理解し、その主旨に共鳴し

た上での決定であれば、本当に嬉しいのだけれど、と思いますが。

P＿　　S＿　　しカ、しノ！！

今回の返事で本年5月末をもって南ア商品を取り扱わないこととしたと回答のあった「忠実
屋」は、10月24日現在、橋本店にアップルタイザーと黄桃がしっかり置いてあった！！

「オヤ、オヤ、オヤ！？」と思った私は、回答書のコピーを手に「これこれ　シカジカで

アップルタイザーや黄桃が置いてあるのはおかしい。この回答書は遠うんですか。」と店員に

聞くと、「店長が今いないので分からない」との事。次の目。店長から電話で、「撤去するよ
うにしたんですが、まだ残っていたんですね。早速撤去します。・・・・・・」との返事。

回答書だけを素直にうのみにせず、チェックしなければなあと実感したのでした。

鈴木（三）

JH版賽卜勺

「日大と南アフリカ」　森川　純　薯　同文館

（行動香の歴史も書かれています）

「ヵマキリと月」マーグリート・ポーランド作　さくま　ゆみこ訳

（南アフリカの先住民サン人たちの物語）
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『三里塚とアパルトヘイト』
わたしは、三里塚掬争にかかわる一労働者である．一一一と、こういう風に書くと、「

あなた、過激派ね」という人がいる．よろしい。「過激派」でいいだろう。でも　「過激

派」といわれる人たちには、「過激」にならざるを得ない状況があったのだということも

考えておくべきだ。ちょうと．1976年6月の「ソウェト蜂起」における南ア真人の若

者たちがそうであったように。

10月23日に三里塚で全国集会があった。成田空港の拡張を呂的とする農地強奪に反

対する　人たち＿は、東京からマイクロバスをしたでて、これに参加した。バスか成田

市の天神峰にさしかかる。まわりは青々とした田園風景凸突然、武装した機動隊が眼前に

現れて、バスを停止させる．不当検問というやつだ。「荷物をみせろ」「免許証を見せろ」
「人数は？」一一一バスの恋からは、田畑の真ん中に別の機動隊の群れがいて、周囲の患

家を監視している．

わたしは、このような光景を削こしながら、南ア共和国の黒人居住区の様子を思い浮か
べた。道路を我がもの顔に、走り回る武装雪景の装行もひとたび意人の反政府デモが始

まるや、彗素は彼らに警棒を振って軌・かかる。これは、三里塚でも同じだ。

1966年の≡里塚の農民にとって＜軍耳に水＞の閣議決定以来、政府・公団は反対派

農民に「過激派」のレッテルを張り、「公共のためには一部の著の損もやむを得ない」と

ばかりに、容赦なく弾圧した。71年には、現に農民が住んでいる家に強制代執行をかけ

るという暴挙をやらかした。

農民にとって農地を奪われるということは、「死ね」と言われるのに等しいことだ。三

里塚の農地は、第二次大掛二かりだされ、やっとのことで生き長らえて復員し、生きるす
べてを求めて三塁塚に入植した人々が、数十年の苦労の末で、やっとのことで現在のよう

な実り豊かな農地に育ててきた土地だ．それを政府・公剛ま、土地収用法を発動して∴強

制代執行で取り上げようという。しかも　収用委員会の審理には農民は参加することもで

きず、その決定に反対することもできない．一一一これは日本のアパルトヘイトだ。

悪者直下の芝山町の住民にたいしては騒特法（特別空港航空機騒音対環特別措置法）に

よって約1千戸を強制的に移転させようとしている。なにしろひとい騒音だ。空港高儀の

岩山町では、耳の鼓膜が破れたおばあさんもいる。自分の家の上を1日3百回もジェット

機か飛ぶのだから　当然の話である。これも、r公共のためには」の論理で、空港周辺の

無人化攻撃がすすめられようとしている。これはプレトリア政和こよって「公共のために」

ホームランドに押し込められる南ア窯人の状況とよく似ているではないか！

しかも目的は、B52戦略爆撃機や大型輸送機C5Aギャラクシーなと軍用機が発着で

きる4千メートル滑走路を作るためなのだ。これは、戦争につながる、反対だとばかりに

駅前などで署名連動をやれば、公安刑事か弾圧にくる。ああ、日本は何と義時らしい国な

のだろう！こういう国が核兵器開発に利用される原子力発電のために、南アが不法占領し

ているナミビアからウランを輸入し、南アのア′りレトヘイト体制を支えている。南ア呆人

や三里塚農民の犠牲の上での、日本の繁栄。何と素晴らしいことではないか！

南ア黒人の英雄ネルソン・マンデラは、「自分は暴力主義者ではなかったが、一切の民

主的跡争が無駄だと知った後私達は武装闘争を遠訳したのだ」と言っている。三里塚農

民と南ア黒人は同じ地平に立っている。そして、園おうとしている。一一一共通のr敵」
にたいして。　　　　　　　　　　　　（竹下康弘）投稿
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’88年　J AAC全区l合宿‘こ参力打しノて

相変わらず原稿を出すのが遅くなり、申し訳ありません．合宿よりだいぶん日が過ち、

しかも今回また静のまわっていた時が長かったので、いろいろな喝両や発言内容など違っ

ているかもしれません。とても「報告」などとは言えません。これは“印象記”です。

読者の方々、合宿に参加した皆さん、そして今回の講師の方、どうかご寛故の程を。

今年の全国合宿は、10月8日から10日まで広島で開かれ、幹事団体はr広島アフリ

カ講座実行委員会」が担当した。

爾ばかりの関東とは打って変わって、広島は晴天続き。参加団体は、残念ながら「札幌
反アパルトヘイト妻兵舎Jとr静岡アフリカに学ぶ会」は不参加だったが、r枚戸アフリ

カから学ぶ会」、「日本反アパルトヘイト女性委月余」（大阪）、「京都南部アフリカ問
題研究会」、「こむらどアフリカ委員会」（大阪）、rアパルトヘイトを考える市民の会

名古屋J、r日本反アパルトヘイト委員会熊本」、それに「アフリカ行動委員会」の各団

体と個人参加者で、延参加者は40人．
東京からの参加は、楠原、上林、牛嶋の三名。全開合宿が始まって以来の少人数で、し

かも少々疲れた男だけという有様。

8日夜。夕方から全国のメンバーが集まりはじめ、今年も「アパルトヘイト入門講座」

とr連絡調整会議」が並行して行われた。r入門講座」の講師は、京紺の神野　明さん。
今年比較的彼の声が間かれなかったのは、1日早く帰った事もあるだろうか、この講座で

思いの丈をしっかりしゃべったからかもしれない。
一方、r連絡調整会議」の主な議題は次のような内容だった。

1）、ナシヒア　ウラン告発キャンペーンをどう推めるか。

2）、JAACの活動を紹介するパンフレットを作制する。

3）、ボイコット・キャンペーンを推めるため、スライドやビデオを作制する件．

4）、「JAAC伝言版」の発行を決定

5）、タンザニアの根本利通氏に、JAACアフリカ監在貝として活動してもらう。

6）、その他

昨年この会議は、夕方から明け方まで行われたが、今年は12時過ぎに終了。
恒例の“懇親会Mは10時遇ぎより始まる。今年こそは早く眠ろうと僕は一旦床につい

たが、やはり寝つけず再び宴の場へ戻った。

20畳程の部屋には、いくつかグループが出来ていて、タップリの清、つまみが用意さ

れてある。ビデオでは「ワールド・アパート」が映し出され、ゴロ寝をした数人が見てい

る。別のグループは、夏のAAAOW（アジア・オセアニア・ワークショーyア）の思い出

話。「ムザフアさん（マレーシア）の話が長かった」、「小さな市民団体がよくやったと

思う」、「来年は着港でやれたらね」などなど。もう一つのかたまりでは、AAAOWの

会議にはr性的役割分担」があり「下働き的な仕事が女性がしていた」という批判をめぐっ
ての議論もはじまっていた。合宿中この議論はたえず出て来た。宴は3時過ぎまで続く。

9日午前　広島でr外国人登録法」と闘っている丁　基和（チョン・キハ）さんが話さ

れた。丁さんは●88年3月外登法裁判の最終陳述でr私はこの（南ア）のアパルトヘイ
トが外国人登鎧法に代表される日本が、これまで♯‡喜・朝鮮人に取って来た対応と極めて

似ていることにおどろきました．年代的にも植民が始まった歴史1910年頃から始まる
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数々の差別制度の制定を見るとき、同一人物による犯罪と思わせる程、妙に似かよってい

るのです」と、日本社会の差別性と南アのアパルトヘイト体制を重ねて訴えた人である。
この日の話の中でも「外登法は日本に住む外国人の問題のように思われがちですが、実

は日本人そのものの同畏でしょう」、「南アが解放されたら、アフリカ人が日本を解放し

ていくなんて事もあるのではないですか」、「反アパルトヘイト運動が日本を変えていく

運動である必要があると思いますJなど繰り返し訴えられた。

その後、丁さんの話を受け、改めて一人ひとりが反アパルトヘイト運動にかかわる意味

や、それをどう堆めていくかという討論に入ったが、各自がそれぞれの思いを蛮るという

ところに止った。また、反アパルトヘイト運動を女性の観点から取り組んでいきかlとい

う発言や、各地の運動団体の中にも性差別があり、下働き的なものは女性がやっているの

ではないかという意見が出された。刃を向けられたと判断した人がこれに応える。rもし

そのような事があった時には、その都度楷潤していく事が大切なのではないか。それも何

度となく‥」。一この議はその夜の懇親会で延々と話される事になる。
ところで、この午前中の苗の中で僕の印象に残ったものが幾つかあった。大阪女性委員

会の奥村さんがrなぜ反アパルトヘイト運動なのかと言えば、様々な人と出会える煮しさ

と、人に支えられながら、まっとうな人間になっていくのではないか、という思いがある

から」という意見。1やはり自分の日常の生酒の中でぶつかっている問題をごまかさない

でいく事が大切だろう、反アパルトヘイト連動にしろ、他の地域や学校の同居にしろ、そ

れはどうしても日本の差別問題と面と向かわねばならないのではないか」と語った、松戸
の石堂さんの発言など。

話し足りないところは、牛後の分散会という事で午前中は終了。
9日午後、4つのグループに分かれ街を歩く。ほとんどのグループは平和公園あたりを

中心に廻ったようだが、早々と一杯やりながら話し合ったところもあったようだ。

晴天という事もあり平和公園にはたくさんの人が休日を楽しんでいるようだった。少年

達がスケートボードをしていて、それをまた大人達が見ている。原爆ドームのまわりは

以前業よりもずっと整備され、歩是はシャレタ石畳になっていた。ドームの破損がこれ以

上すすまないよう補修をすると聞いた事があるが、僕にはr平和」公園がrドーム」を侵

蝕していくように思えた．我々のグループは、園内に出来たという中曽根の句碑は見ずに

橋を渡った園外（広島市が建設を許可しなかった）にある在日峠韓・聯人被爆者の慰霊

科こ行った。その後、公園の隅で3時間程話す。

9日夜　広島キリスト教社会館艦長の宗像　基さんの議を聞く。宗像さんは被差別部落

の多い地域で活動され、広島の反戦・平和運動のリーダーでもある。

最初から宗像さんのエネルギッシュな話しぶりに圧倒される。戦前・戦中と広島は一手

して軍都であり、原爆が落とされたのもそこに原因がある。アジア侵略の基地で朝鮮人を

強制連行した地広島は、加害の閥にあった事をアピールしなければ、某の“ノーモア　ヒ

ロシマ巾にはならかlと訴えられた。具体的な事柄をあげながら話す宗像さんの意見に、

聞いているメンバーが大きくうなづく。
r現在の市長は、被爆国という事ばかり言い、国内同題や現在もある自衛隊基地などに

ついては一言も触れか1。現在も広島は軍都です。我々市民の手で本当のF平和宣言Jを

出そうと毎年活動しています」。ヒロシマという地でこうした主張をはじめられたシンド
さが想像された。
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また、ブラジルで20年あまり生活された経験からrブラジルの民衆は、けっして権力

者には負けなかった．実にしたたかだった。日本のように“振向”か“玉砕”かの二つし

かない在り方とはだいぶん違う。今、天皇の病気でどうこう言っているが、アジアを侵略

したのも天皇制によるもので、天皇は明らかに戦争責任を負わねばならない存在。また最

近言われる“単一民族論■■も、根っ子は天皇制でしょう。その意味では戦後もそう変わら

か＼。しかし、あまり絶望なんかしないで、替え歌∵キミガヨ”などどうでしょう。

君ガ顔八　千代二八千代二　洗ワザシ　汚レ汚レテ　苔ノ結ブマテ」

これには、全員爆笑、そして拍手．

石堂さんがこれを開き「こんな話を早く聞いていれば、　・を辞める事もなかったヨ」

とニガ笑い。

宗像さんは、浅黒く日焼した顔でいかにもブラジルに長く住んでおられた雰囲気。実に
アッケラカランと日本や広島の状況を話す。話が暗くない。「ゼツポーなんかしていられ

ないヨ。そんな時間があるなら、まずやれるところから何かしよう」と、絶えず呼びかけ
ているように僕には思われ、頭が下がった。

若干の質疑応答で終了。あの“替え歌’’を何度かみんなで繰り返した。宗像さんには、

もっと開きたい事もあったが残念ながらこの後帰宅される。

その後、各グループの報告と自己紹介をかねた懇親会が始まる。今年初めて参加した人

も何人かいる。各グループの報告内容は、あまり思い出せない。ただ、京都の人がグルー

プを代表して報告するのだが、本当に話を同いていたかと思われる程、1つ1つ内容を訂

正されていたのが楽しかった（ご苦労サマ）。

それでも、自己紹介かグループ報告かはっきり覚えていないのだが、大阪の下垣さんが
「自分の生活の中に反アパルトヘイト運動が入り込んでいて、たえずそれが自分を動かし

ているJという話に、僕など背笛が立つ思いがした．また石堂さんが、かつていた中学校

のある式で、“君が代わ斉唱の時は起立しない事を組合員どうし適し合ったが、着席して
いたのは自分と何人かの生徒だった事。今日本人は絶えず「何かに怯え、不安を抱えてい

る」という話などは、忘れられない。

やはり、この夜も幾つかのグループになりUディスカッション■■に入る。「今日こそは

オレは寝る」と叫んでいた東京のメンバーも結局明け方まで。やはりこの時も「性的役割

分担」と「下働き」に関しての討論の延長戦だったようだ。

最終日10日朝。時間通り起きたのは広島のメンバーだけではなかったか。胃薬をもらっ

て著削こなっている人もいた（なかなかヒトは懲りないものだ）。

とにかく「連格調整会議」からの報告。“明け方メンバー’は虚ろ、一点を見ていて表

情がない。それでも指名されるとよくしゃべる。あまり長くしゃべらなくても良いのでは

ないかと思われるが、その人にはどうも伝わらない。来年は順番でいくと東泉が幹事団体
であるので、ブランは東京で担当し、開催地は大阪という事で、ようやく「会議」報告を

終わる。

今年はみんな散り際が早かった。何人かの女性は、昨夜の宗像さんの話もあったのだろ
う、江田島見学へ行った。我々東京の二人と広島のメンバー三人、それに名古屋の女性で
昼食をした。ビールを飲みながら、つくづく長い3日間だったと思った。

広島アフリカ講座実行委員会の皆さん、ありがとうございました。（牛低　保夫）
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南アの二友人カ、らのたより一一手紙委員会
南アの家族や学生から経済援助を求める手紙を受け取ります。手紙委員会にこ

れらの人々を助けるカはありませんが、手紙を翻訳し太誌に拇載いたします。

もし、どなたか彼等と文通し励ましてくださる方がいらっしゃいましたらお知

らせくださるようお願いいたします。
旬J

「私はアポロニア＝000です。夫を亡くしてもう10年になります。一人娘

がありました。娘は結婚し、4人の子供がおりました。（ルカス13才、ジョセ

フ9才、ルシアヌ7才そしてカベイオ5才）娘の名はアグネスでした。

アグネスの夫は1984年に死にました。彼は孤児で両親はおりません。彼の

死の1年後、アグネスは病に見舞われ、遂に良くなることもなく、2ヶ月後死に

ました。

孫達が私をたよってやって乗ました。私は家政鼻をしていますが、収入は微々

たるもので、どうすることもできません。孫達は常に飢えています。いずれ食料

も飲料も底をつくでしょう。毎日のように食べものがあったら！　と思っていま

す。孫達は皆、学枚へ行っていますが、私達は先月蒙を追い出されました。家賃

を払えなかったからです。

どなたか日大に私達を助けて下さる親切な方がいらっしゃらないでしょうか。

慣≡芸芸＝すo」‘訳一畑敦子’
1986年6月以来ずっと的禁されている私の姫的者の代りにこの手紙を書い

ています。彼は、あなた方がアパルトヘイト政権下で苦しむ全ての南アフリカ人

をどうやったら助けることができるかについて手紙を書いてほしいという広告を

読みました。彼の名前は〇〇〇・〇〇といい、南アフリカ労働組合という組織の

オーガナイザーでした。（この組合はCOSATUと連帯関係があります）私達

は1986年の8月に羞始する予定でした。しかし、彼の拘禁のためにその話は

だめになりました。

彼があなた方にこの手紙を書くようにいいました。彼は彼自身の信条のために

拘禁され、アパルトヘイト下での不正な法律の被害者であることを訴えてはしい

と私に頼みました。彼の困窮を知らせ、何とか助けてほしいとあなた方に病むよ

うにいいました。1986年6月以来、彼のために食料・服などを買ってきまし

たが、今は私自身の経済的理由のため、それが続けられるかどうかあやうくなっ

てきました。私のささやかな給料は、私の家族である二人の子供の養育費に使わ

なければなりません。だからあなた方からの経済的援助を得られれば大変助かり

ます。

臥　ネルソン・マンデラと他の政治囚への倫理的（精神的）援助に関して、あ

なた方に感謝しています。

あなた方からのよいお返事を待っています。」（訳：A・T）
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＜だれからもらっているの？＞
－アジア・オセアニア・ワークショップを手伝ってみると－

この春から、見えない糸に導かれるようにして反アパルトヘイト運動に引き寄せられて

きたd運動の周りでうろうろさせてもらおうと考えていたのに、気がついて見ると抜き差

しならないところにきてしまったようで、呆然としている。

いかなるグループにも属さずに今日までやってきたのは、そもそもわたしがオーガナイ

ザーといった仕事にはまったくもって不向きの人間であるからだった。一対一、あるいは

極小グループでのやりとりなら、なんとか自分の位置がよく見え、魂がどこかへ行ってし

まうということもないのだけれど、多人数になると必ずといっていいほどそこにあってそ

こにいない状態にわたしは陥る。だから集団とか、組織とかいうのは本当に苦手だ。

ところが‥・。あるときは「反ア′りレトヘイト委員会」またあるときは「アフリカ行

動委員会」、「南アフリカ問題研究所」といろんな顔をもつ人々の集団のなかに身をおい

てみると、どういうわけか居心地がいい。なぜだろう。

このグループ軋それぞれの超人の自発性が先ず行動の基準になっていて、集団として

の拘束がほとんどない。それが特徴になっているようだ。どうやらr来るものは拒まず、

去るものは追わず」の精神が敵底しているらしい。そういう体勢で何かを集団で持続させ

ていくというのは、並たいていのことではない。活動が四半世紀も掛、ていると聞くと、

わたしなどはもうことばを失う。

この春から、ぼつりぼつりと南アの新聞記事などをニュースレターに紹介する手伝いを

始め・8月のアジア・オセアニア・ワークショップでたし仕事はもちろん亭主子供ぜんぷ

放り出して、片道一時間半の道のりをはるばる日参すること五日に及んだ。ワークショッ

プが終わって戎ったことはなんといってもr楽しかった」ということ。会議の内容とか意

義とか難しいことはさて置いて、わたしはとっても「元免になってしまった。いったい

これはなんだ！ここ十数年、こんな体験はしたことがない。こんなにもらってばかりい

ていいのだろうか。いったいだれからもらっているのだろうか。わたしは、はたと考えて

しまった。

廃墟のような都市の暮らしのなかで、家族にしても肉親にしても、男と女にしても、親

と子にしても、わたしたちは「じぶんJというカプセルに入ったまま、すれちがいぶつか

りあいながら、まるであてどなく漂う砂のように生きている。深い感情で結びつくことを

避けて暮らしているような気がしてならない。

朝起きて、亭主をストレスだらけの会社に、子供たちを「オモシロクナイ」学校へ追い

やって、まちがいなく視神経を傷めるワープロに向かう。なんとか食も足りて、ウサギ小

屋ならぬ「監獄jのような郊外の団地に住み、夜露をしのぐ住居、衣服も足りて暮らして

はいるが、周りを見渡すとだれもかれも、自覚するしないは別として、どうしようもない

飢えをかかえて生きているようで、心が沈む。

心の飢え∴精神の枯渇。現代の高度産業社会の価値観の内外で生きるかぎり（生きざる

をえないのだが）、この飢えはぴたりとついてまわる。ときには津波のように押し寄せて

くる。そのとき、正義だとか善意だとかのことばはうそ寒く響く。
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わたしたちが生きているこの社会は、ある陸に達し、すでに崩壊の兆しをあちこちで見

せ始めている。さまざまな生き物を生かす土をコンクリートで固めたとき、試験管のなか

の命を、操作する研究対象としたとき、あの戦争に放けたおかげで父母の世代がようやく

手にしたものを無化してゆく（それも異常なまでの速さで）社会に、わたしたちは生きて
いることに気づかされたのではなかったか，

何不自由なく育っているはずの子供たちがパタパタと自らの命を絶ち、温もりを手放し

たくないばかりに十代の子供たちがくり返すセックスで、影しい命が闇から闇へ葬られる。

失われたなにものかを無意識のうちに求めて、企業戦士たちは菌へ南へ女を抱きにゆく。

金が仲介するかぎり、得られるべくもないなにかを求めて‥・

ァ′朝′トヘイトにかかわるとき、あらゆるものが見えてくる。いや、見ざるをえない。

r差凱自体はもちろんあってはならないことだけれど、r差凱と言ってしまうことで

逆に見えなくなる部分に光をあててゆきたい。これは割、女たちの国有の文化にかかわり

始めたときの、わたしの出発点だった。

南アフリカという国の制度としてのアパルトヘイトを支えるこの日本、名誉白人という

汚名を着せられてシッポをふっている恥を知らぬエリートたちが権力を振る乱そこにわ

たしたちは住み暮らしている。反アノりレトヘイトという具体的な行動と平行して、わたし

たちの内なる牢獄としてのアパルトヘイトを照らし出したい、とわたしなどは思う・

そのためにも、黒い女たちを抑圧されたかわいそうな人たち、というフィルターで見た

くない。苛酷な歴史のなかで、その苛酷さにもかかわらず生き延びてきた▼そして生き続

けようと，命を繋げようとしている彼女たちの（彼らの）叡知と力から、わたしたちは実

に多くを学んでいる。「元気」をもらっているような気がする。記号を読み解くようにし

て彼女たち（彼ら）の姿に、声に、ことばに，目を凝らし、耳を澄ましたいと思う■

近年、文化人類学や文学の分野で、ラテンアメリカやアフリカや勇三世界に、のぞま

しい叡知の顔泉と活力を見出そうとする人びとが出て来たが、もし幸いに今世紀が破滅

せヂにすむとしたら、この現象は、次の世紀の藤生への手がかりになるのかもしれない〇
・…‥中略・・・・・

地球をまわり灯寵に見立てれば，さまざまな色調と音色と匂いにみちたr地方」が、

多彩な立体感をもってひろがっている。心惹かれてやまない世界各地の地方とても▼己

れの内なる地方へのこだわりを通して覗かぬかぎり・深部は見えまいとわたしは自分に

云い聞かせている。　　　　　　　　　　石牟礼道子『乳の潮』より

女性カレープでなにかやろう、とわたし個人が思うのはそういった視点からであって、

これはもしかしたら運軌としての広がりを静つことはないかもしれない。が、何かの役に

は立つのではないか、とは思う。

放っておくとどんどん脚になってしまう性向がわたしにはあって，よく収集がつか

なくなって途方に暮れる。でも、卒塔婆のように立ち並ぶビル群の谷間を、粘りを失って

さらさらとこぼれる砂の一粒でありながらも、人でもものでも、錬成の枠組みを超えて深

く、疎くかかわりたいとわたしは顔う。　　　　　　　　（くぼたのぞみ）
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☆アフリカ行動委員会スケジュール☆

12月7日（水）～11日（日）10時～

降矢洋子　版西原南展　　　　よこしんギャラリー

（京浜線久里浜下車　横須賀信用金庫4F）

9日（金）7時　女性グループ勉強会　　　　　　　　行動委事務室

10日（土）6時　南アに手紙を書く会　　　　　　文京婦人センター

（地下鉄丸の内線水郷三丁目下車3分）

10日（土）　　　街頭署名・ビラ配り

17日l土）5時半『南ア・ナミビアの政治犯を救え！』

集会　　　　　　　　　　　主催・ANCほか

コンサート（リズムキャッツ出院）　全電通会館

（お茶の水下車）

18日（日）6時　『ナミビアウランの密輸を許すな！』　総評会館

（お茶の水下車）

＊授業中に教掛、わく「今の世の中は簡単に死ねないようになっている。輸血と 

点滴だけで1ヶ月以上も生きれるんだから。君たちが老人になる頃は平均寿命が 

90歳ちかくになって、すぐに死ねないでしょうれ」医学の発達がはたして 

太当に人間を幸せにするのか、しばし天皇制とともに思いにふけったのでした。 

（たむら） 
＊最近届いた南アからのたよりの中に、「ウイークリーメイル」誌主催のバザー 

参加者がポリスから実に陰険な嫌がらせを受けたと書かれていました。 

アパルトヘイトに反対すれば人種に関係なく弾圧していくポタ政権は、アパル 

トヘイト問題を白人と黒人の対立と単純化することのあやまりを自ら証明してい 

るといえます。（Tom） 

＊昨年10月に創刊号を発行した際にお申し込みをしてくださった読者の方々に 

「誌代切れ」　の振込用紙を同封させていただきました。当初は隔月刊の予定で 

したが、第2号発行が6月1日。以後は毎月発行して現在第8号までお手元に届 

いていることと存じます。良し惑しいづわにせよ、最初のお約束と違ってしまっ 

たことにつきましては深くお詫び申し上げます。 

今後は、毎月発行で年額3、000円とさせていただきますので、引き挽きご 

愛読くださいますようお願い申し上げます。（高柳） 
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