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「人類に対する犯罪」と呼ばれる南アフリカの

アパル トヘイト (人種隔離・差別政策)に よって

28年間もう試中での不屈のたたかいを強いられて

きたネルソン・マンデラさんが、 2月 11日 、無

条件で釈放された。また南アフリカによって植民

地支配され、アパル トヘイト体制を押しつけられ

てきたナミビアでは、SWAPO(南 西アフリカ

人民機構)な どによる長年のたたかいと国連監視

下での選挙を経て、 3月 21日、独立が達成され

た。私たちは何よりもまず、南アフリカおよびナ

ミビア、そして世界中のアパル トヘイ トに反対す

る人々とともに、この二重の喜びを分かちあいた

いと思う。

これまで、怒 りや悲 しみにつつまれた告発や抗

議などの集まりしか体験してこなかった私たちに

とって、まさに喜びに浸ることができた瞬間であ

つた。しかし、マンデラさんが釈放されたとはい

え、アパル トヘイ ト体制は依然として存在してい

るし、それに日本が大きく加担している現実は何

も変わっていない。その加担によって日本人が南

アフリカで『名誉自人』と呼ばれている不名誉な

関係は、実は何も変わっていないのである。また

ナミビアの独立によって、それまで日本の電力会

社が国連の布告に違反してウランを密輸してきた

犯罪行為が帳消しになるわけでもない。

このような状況のなかで、いま私たちに求めら

れていることは、『名誉自人』の立場を拒否して

草の根の反アパル トヘイ ト運動をさらに強めてい

くこと以外にはない。たとえば私たちはネルソン

・マンデラさんの来日を願っており、それは年内

にも実現するといわれているが、日本と南アフリ

カの関係を多様な方法で具体的に変えていく広範

な運動がなければ、単なる来日歓迎に終ってしま

うことになる。それでは、すでに何の臆面もなく

正式招待を表明している日本政府と同じことにな

ってしまう。今こそ、まさに日本での反アパル ト

ヘイ ト運動の原点が問われているのである。

「こむらどアフリカ委員会」も積極的に参加し

てきている関西での最近の動きを、ごく簡単に報

告しておきたいと思う。

1月 20日、大阪南YMCAで 「ANC創 立78

周年記念集会」が開かれた。ANC東 京事務所か

らの要請を受けた反アパル トヘイ ト関西連絡会の

本川田一郎代表 (E3本聖公会首座主教)が呼びか

け人になって実行委員会が結成され、34の団体

・個人が結集して主催。集会の参加者は約 300
人で、内容については本紙 6ページの内田直子さ

んの報告を参照していただきたい。この集会のな

かでネルソン・マンデラ歓迎委員会の結成が呼び

かけられ、釈放が間近だといわれていたことから

大急ぎで準備を始めることになった。

2月 9日 、大阪南YMCAで 「アパル トヘイ ト

廃上をめざすネルソン・マンデラ歓迎関西委員会」

(マ ンデラ関西委員会)の結成集会が開かれ、 1

月20日の集会実行委員会を構成した団体・個人

のほとんどが引き続き糸吉集した。そして、釈放当

日の行動、釈放祝賀のつどいの開催などについて

確認した。

2月 11日 、「マンデラ・スポット」として関

西の数力所で釈放当日の取 り組みが開かれた。

2月 23日、大阪南YMCAで 約 230人 が集

まり「ネルソン・マンデラ釈放祝賀のつどい=ア

パル トヘイ ト廃止をめざし、さらに前進を =」 が

開かれた。内容については、本紙次号で報告した

いと考えている。

3月 21日、マンデラ釈放歓迎、ナミビア独立

祝賀、アパル トヘイ ト廃止などをスローガンにし

て、約 1000人 が参加 した「3.21御 堂筋デモ」

が大阪市内で行なわれた。これについても次号で

報告したいと考えている。

上記以外にも関西では様々な取り組みが行なわ

れている。このような草の根の運動に、 人́でも

多くの皆さんが私たちと一緒に参力uし てくださる

ことを強く願っている。 (F垣桂二)



ネルソン・ マンデラ氏釈放直後の演説 (全文)

1990年 2月 11日  ケープタウン

友人・ 同志の皆さん、そして南アフリカの同胞の皆さん、あなた方すべてに、平和と民
主々義ゝ自由の名において挨拶申し上げます。

私はここに予言者としてではなく、あなた方民衆のつつましやかなしもべとして立って
います。皆さんの粘り強い英雄的な犠牲によって私は今日ここにいることができるのです。
だから私は、私の残りの人生を皆さん方の手に委ねます。

この釈放の日にあたって、私は、この国と世界のいたるところで、私の釈放のために粘
り強く運動を続けてこられた何百万もの人々に、本当に心からお礼を申し上げます。30
年にわたり私の住処となつてきた都市ケープタウンの皆さんには格別のご挨拶を送ります。

皆さんの大衆的なデモやその他の形での闘いによって、すべての政治囚は常に力づけられ
てきたのです。

アフリカ民族会議に敬意を表します。ANCは 自由への1車大な1子進を導 くという役割へ

の私たちの期待をことごとく満足させてきました。

最も困難な状況の下でもANCを 率いてこられた、われらの議長オリバー・ タンボ同志
に敬意を表します。

ANCの 一般のメンバーの皆さんに敬意を表します。あなた方 tま私たちの闘いの高潔な

大義のために命と体を捧げてきたのです。

すべての南アフリカ人の自由のための崇高な犠性を払ってきたウムコン ト・ ウェ・ シズ
ウェ (民族の槍)の戦士の皆さんに敬意を表します。

民主々義のための聞いに優れた貢献を為してきた南アフリカ共産党に敬意を表します。
皆さんはきびしい迫害の40年間を生き延びたのです。プラム・ フィッシャーやモーゼス
・ マビダのような{葦大な共産主義者たちの名声は後世にまで伝えられるでしょう。

私たちの最高の愛国者の一人、ジョー・ スロボに敬意を表します。私たちと党との同盟
がこれまでと変わらず今も強いものであることを私たちは心強く思います。

統一民主戦線、全国教育危機委員会、南アフリカ青年会議、 トランスバールとすタール
のインド人会議をはじめ、数多 くの大衆民主運動の構成団体に敬意を表します。

また、プラックサッシュと南アフリカ全国学生連盟に敬意を表します。皆さんが、南ア
フリカ自人の良心として行動し、私たちの間いの歴史の暗黒の時代においてさえ、自由の

旗を高く掲げきたということを、私たちは誇りを持って銘記したいと思います。ここ数年
の大規模な大衆的組織化は私たちの問いの最終章を開くに至った重要な要因の一つです。



わが国の労働者階級の皆さんに接拶を送 ります。皆さんの組織的な闘いは私たちの運動
の誇りであります。皆さんは搾取と抑圧を終らせる闘いの最も信頼すべき力です。

わが民衆の組織が沈黙させられたとき、正義のための運動を前進させた宗教界の多くの
人々にお礼を申し上げます。

わが国の伝統的指導者の皆さんにご挨拶申し上げます。偉大な英雄の足跡を歩き続けて
いる多 くの方々がいます。

青年の果でしない英雄的行為に敬意を表します。皆さんのような若獅子たちが私たちの
闘い全体を活気づけてきたのです。

わが民族の母親たち、妻たち、姉妹たちにお礼を申し上げます。皆さんは私たちの闘い
の岩のように堅固な土台です。アパル トヘイトは、他の誰よりもあなた方に対して苦しみ
を刻んできたのです。

この機会に、世界の人々に対して感謝申し上げます。国際社会が果たしてきた反アパル

トヘイトの問いへの大きな貢献に感謝します。あなた方の支えがなければ私たちの問いは、
このような進んだ段階にまでは達することができなかったでしょう。

前線諸国がなしてきた犠牲的行為は南アフリカ人によって永遠に記憶されるでしょう。

私の賛辞は、私の長く陰欝な獄中の年月のあいだずっと、私を力づけてくれた愛する妻
と家族に深い感謝を表明しないでは不十分となるでしょう。あなたたちの痛みと苦しみは
私よりずっと大きかったに違いありません。

さらに進む前に、今の段階では私はいくつかの予備的なコメン トだけするつもりである
ということを強調しておきたいと思います。私の同志たちと話合う機会が持てた後でもっ

と完全な声明を出すつもりです。

今日、南アフリカの多数の人々は、黒人も自人も、アパル トヘイトに未来はないという
ことを認めています。平和と安全を築 くために、それは私たち自身の決定的な大衆行動に
よつて終焉させなければなりません。私たちの諸組織と民衆による不服従運動などの行動
は、民主々義の確立によってのみ完結することができるのです。

南部アフリカ亜大陸に対するアパル トヘイトの破壊作用は計り知れないものがあります。
何百万もの民衆の家族生活の基盤がめちゃめちゃにされてきました。何百万もの人々が家
もなく仕事もないのです。経済は崩壊し民衆は政治的紛争に巻き込まれているのです。

1960年 に私たちがANCの 軍事部門ウムコン ト・ ウェ・ シズウェを結成し、武力闘
争に訴えたことは、アパル トヘイトの暴力に対する全くの防衛行動でした。武力闘争を必
要とした諸要因は今日もなお存在しています。私たちにはそれを継続するより他ありませ
ん。私たちは、交渉による解決へと導くような環境が早く創 り出されるであろうという望
みを持っています。そうなれば、もはや武力闘争の必要はなくなるのです。



私はアフリカ民族会議の忠実で規律あるメンバーです。したがって私は、ANCの 目的
と戦略、戦術のすべてに完全に同意するものです。

わが国民衆を統一する必要性は、これまでずっとそうだったように、現在の重要な任務
です。いかなる指導者も、個人でこの途方もない任務を引き受けることはできません。私
たちの見解を私たちの組織の前に提示し、民主的手続きによって進むべき道を決定できる
ようにすることが、指導者としての私たちの任務です。

民主的実践の問題については、私は、運動の指導者とll、 全国会議で民主的に選ばれた

人のことであるということを強調しなければならないと思います。これは例外なしに堅持
されねばならない原則です。

きょうここで、私の政府との対話は、この国の政治状況を正常化することを目的とした
ものであったということを皆さんに報告したいと思う。私たちの闘いの基本的要求につい

ての議論 tま、まだ始まってはいないのです。私自身は、ANCと 政府が会うべきだと主張
することを除いて、わが国の将来についての交渉には一度も入ったことはないのです。

デクラーク氏は、これまでの国民党大統領の誰よりも前に進んで、状況を正常化するた
めの真の措置を取りました。しかしながら、私たちの基本的要求についての交渉が始まる
ためには、ハラレ宣言に要点が述べられているような、さらなる措置が取られなければな
りません。

私たちの呼びかけを再確認するなら、とりわけ、非常事態宣言を直ちに解除すること、

そして、一部だけでなく、すべての政治囚の釈放です。

そのような正常化された状況になって初めて、すなわち自由な政治活動が許されるよう
な状況で初めて、私たちはその委任を得るために民衆に相談することが可能になるのです。

誰が、どのような内容で、交渉に当たるかについて、民衆は相談を受ける必要があるの
です。

交渉が、民衆の頭越しや背後でイテわれることは有り得ないのです。

わが国の1薔来は、人種平等の原則に基づいて民主的に選出された機構によってのみ決定
されうる、というのが私たちの信ずるところです。

アパル トヘイトの解体についての交渉は、民主的で人種平等の統一的な南アフリカを求
めるわが国民衆の圧倒的要求に答えなければならないでしょう。

アパル トヘイトによる不平等をなくすにはゝまた、私たちの社会が十分に民主化される
ためには、自人による政治権力の独占の終焉と、政治経済構造の根本的改造がなければな

りません。

付け加えなければならないのは、デクラーク氏自身は、自分の約束したことを守らない
ことが公人にとっていかに危険かを、十分承知している誠実な人物であるということです。



しかし、組織として、私たちは、私たちの直面させられているきびしい現実に基づいて
私たちの政策と戦略を立てるのです。そしてこの現実とは、国民党政府の政策の下で今も
なお苦しんでいるということなのです。

私たちの闘いは決定的な時点にさしかかっています。私たちは、わが民衆がこの決定的
時点を提えて、民主々義へ向かうプロセスを速め、中断されないようにするよう呼びかけ
ます。

私たちは、私たちの自由を余りにも長く待ってきました。もう待でないのです。今こそ、
すべての戦線で闘いを強化すべき時です。私たちの努力を今緩めるとしたら、それは今後
何世代にもわたって許されない過ちとなるでしょう。

地平線にほのかに現れてきた自由を見るなら、私たちの努力を倍増する勇気が出てくる
ではないですか。私たちの勝利を確実とすることができるの:ま、規律ある大衆行動を通じ
てだけなのです。

私たちは、自人同胞に向かって、私たちに合流して新しい南アフリカを形作っていくこ
とを、呼びかけます。自由を求める運動は、皆さんにとってもまた政治的な故郷なのです
から。

私たちは、国際社会に向かって、アパル トヘイト体制を孤立化させるための運動を継続
するよう呼びかけます。今、制裁措置を解除することは、アパル トヘイトの根絶に向かう
過程を流産させる危険を冒すことになります。

私たちの自由への行進は後戻 りできないものです。恐怖に行く手を遮らせてはなりませ
ん。

統一の民主的で人種平等の南アフリカにおける、共通選挙人名簿にもとづく普通選挙が
平和と人種調和への唯一の道なのです。

最後に、私は 1964年 の裁判での私自身の言葉を引用したいと思う。それは当時と同
様に今 EIでも真実です。

「私は自人支配と闘ってきた。また私は黒人支配とも闘ってきた。私は、すべての人々
が仲良く、平等の機会をもって共に暮らすことのできる、民主的で自由な社会という理想
を大切に抱いてきた。それは、私が、そのために生き、実現させたいと思っている理想で
ある。しかし、それはまた、必要ならば、そのために喜んで死んでもいいと思もてぃる理
想でもあるのだ。」 (おわり)

訳 :神野  明 (南部アフリカ問題研究会)



ANC創立78周年記念集会によせて
内 田 直 子

1990年 1月 20日、大阪南YMCAに おい

てANC創 立 78周年記念集会が行なわれた。海

外からのゲス トは トレバー・ハドルストン大主教

(イ ギリス反アパル トヘイト運動議長)。 ANC
東京事務所からはジェリー・マツィーラ氏、平野

氏・津山氏らを招き、関西の草の根の人々が集ま

り、会場が満員になるほどの大集会であった。 2

時頃から会場に集まった準備の人たちは、ANC
の旗の色である黒、緑、黄の布を壁一面にはって

いき、ネルソン・マンデラを描いた大きな絵や、

拳をふりあげて解放を求める南ア黒人の絵や、そ

れぞれの活動グループのアビールなどを飾った。

このような会場の中で、ロンドンから届いたAN
Cの コップを買うと飲めるコーヒーを飲みながら

集会が始まるのを待った。

月コシシケレリ アフリカの歌で集会が始まる。

「現在、デクラーク大統領はアパルトヘイトの改

革を訴えているが、悪は改革できない。なくすも

のであり、これがANCの創立理由である。デク

ラークを一息つけさせない状況にし、南ア政府に

対する圧力を強くし、今こそ国内で闘っている人

民を支援しなければならない。また、世界 20ケ

国で作られているネルソン・マンデラ釈放歓迎委

員会を日本でも考えて、 1990年 アパル トヘイ

ト廃止への最終行動計画に向けたい。」というハ

ドルス トン大主教の言葉を心に亥1みながら、それ

ぞれのグループの祝いのプログラムが始まった。

日本語でプログラムが進むなか、グストにはち

ゃんと通訳がいた。大阪大学、大阪教育大学反ア

パル トヘイ トの会の学生たちの「詩の朗読と歌」

やコーンスターズ、合唱団ブレーミアによる「た

たかいの歌」などは、映画などでは聞き知っては

いたが、直に聞きながら日本語に訳していたり、

解説を聞くことによりその意味を知って、歌によ

る闘いを共に感じることが少しできたように思う。

「アシンボナンガ」の歌では、マツィーラ氏の指

が歌を聞きながら宙を回っていたのが忘れられな

い。歌が南アの人々と一緒のような、そんな印象

を受けた。そして、南ア産の砂糖を使用しないで

焼いたケーキの贈呈。システムだけの問題ではな

い。私たち日本の社会は、ただ生活するだけでア

パルトヘイト体制を支え、第二世界の人々を犠牲

にしている。78年間活動が続けられてきたこと

を祝うと同時に、79年目にむかって、私たちの

生活も見直し改革し直していかなければならない、

そんなことを再認識させられながら、マツィーラ

氏がケーキの蝋燭を吹き消すのを見ていた。この

ケーキはあとでみんなでいただいて、これからの

活動のエネルギーとして私たちの身体の肉となづ

た。

集会ももう終盤に近づいた頃、身体中で驚くこ

とがおこった。 トイ トイ・ダンスである。アシナ

マリのなかでみたことはあるが・……私たちが一体

になって踊るなんて!!!確かに全員は参加しなか

った。参加者の何分の一の人々だったろうか。け

れども、マツィーラ氏の「デクラニク」「アパル

トヘイト」などの叫びに「NO!」 と答え、「A
NC」 には「YES!」 、「ァマンドラ」には「

ンガウェトゥ」、「パワー」には「 トゥーザピー

プル」と共に叫んだ人は多かつたのではないだろ

うか。文化の違いで、どう表現したらいいのか戸

惑うときもある。そういう意味においても、異文

化の人々の表現を感じながらアパル トヘイトの間

題を考えることは、人間の行動を左右しがちな感

情面において、南アを身近な国として受け入れる

ことができたのではないだろうか。

最後にマツィーラ氏から、今年南アで何が起こ

るか?と いうことから、アパル トヘイトは終わる

という大きな動きが現在あり、マンデラも釈放さ

れるだろう。そのためにマンデラ釈放委員会を日

本で発足させてほしいとの呼びかけがあった。こ

れはハ ドルストン大主教のメッセージのなかにも

あったことで、これを受けて本川田主教が日本に

おいてネルソン・マンデラ歓迎委員会を作ること

と、これにプラス、ANCの 大阪ブランチを設立

することを誓いの言葉のなかで約束された。私た

ちは、この言葉を聞いて拍手するだけでなく、拍

手をおくった者の一人として、できる範囲の中で

この委員会につながっていきたいものである。

ANCにつながる反アパル トヘイトの活動の大

切さとともに、関西の草の根の人々に会い、多く

の仲間がこんなにいるんだ、ということを実感じ

た一時であった。



INT・L PRESSURE STILL NEEDED

AGAINST APARTHEID SOUTH AFRICA

LOS ANGコLES, Ca■ iforn■ a― ―― we■ come to Ne■ son Mande■ a stuare・・

dec■ a_red a ■ong banne_r nea_r the outside of the sOuth Af_rican

consu■ at● bui■ ding in Fos二  3ever■ y Hl■■s_

The unofficia■  _renaning of the a_rea was Eこ こe by ■oca■  anti―
apa_rtheid activists after hearing the news Feb_1l that Ne■sOn
菫andela was fina■■y free. The event was one of many sini■ ar anti―
apartheid ce■ ebrations that tooL p■ ●ce in major cities acrOss the
Vnitea States, inc■ uding Washington D.C_′  chicag●  and New York.

The i「_ages of a freoこ  Mande■ a wa■ Ling defiant■ y out of
prison, and adこressing his Own FeoP■ e in ,こ■med ra■■ies, cannot
he■F but br■ng a ■ump to the throat and tears to the eyes ●f the
二■■■1●ns of anti― aparthe■ d activLStS around the world。
this is the day we had ユ●ng hOped fOr but rea■ istica■■y thought
we'a never see in our ■ifetines_ =t was indeed wOr■ d history in
the na■ ing…

Vet we n●ticed that Mandela was ba_re■ y out Of jaニ ユ when T」 .s_
Presュ dent Ceo_rge Bush and Br■ 七ish Pr二重e_Min■ ster ttarga_ret Thatcher
were ca■ ■ing fOr "_recognition" of the white― ninority 9overnent fo_r
■ts "bo■dness'' in re■ eas■ ng Mande■ a.

=n Mrs.ThatCher.s case′  it neans _repea■ ing econom■ c sanctions
against Pretoria. 菫r.Bush went a step fllther and even ma4e a
histo_rica■ ■y unprecedented invitation fo_r a white south Af_rican

President―――F.W_ de X■ erヒーーーto visit the white HOuse. clear■ y′

the West′  in considerin, its own Fo■ itica■ interests Over those of
b■acL South Afr■ cans′  is sti■■ so■ethat out Of tOuch when ■t

cones to the real isst■ es surrounding aparthe■ d.

As a forp_e_r osa■ a 」AAC nenber writing on these same Fages a
few ■onths agO′  = made the case that ie x■ e_rk′  with his Past
reco_r4 0n apa_rtheid injustices as president and for■ ●_r education
n■ n■ ster′  is not to be t_rusted. I sti■ ■ strOngユ y naitttaュ n that
thesis. We must renember that ae X■ erL is first and fo_remost a
staunch′  pro― aFartheュ d Nationna■ ist Party man. He ■s taking only
the minimun steps re■ ■ired tO set the tab■ e fo_r p_● gotiations.
So far nob● 4y but his Party is eating at that tab■ e.
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工 an wil■ ing to grant hin his due′  however′  fo_r making that
first big nove towa_rd a stable south Africa_ 3ut we in the west

and Asia nust ■eeF in nind that de Klerk's ■oves still ■eave the
rea■  legis■ ative ev■ ■s of aparthe■ d firnユ y _rooted in place.

On a ■adde_r of O to 100, with O being co■ P■ ete apartheid
donination and 100 being a denocratic south Africar de Klerk has

moved only to step 11_  This may be cause for sone celebration,

but it is ce_rta■ nly no cause fOr us to cons■ der drastic actions
li■e ■ifting econonic sanctions against the apartheid _regine at

this earlY stage_

We nust ■eep in nind′  toor that de K■ erk and his party have
not nade these changes out of the goo4ness of their hearts, as

they wou■ d have the ■nternationa■  conmun■ ty be■ ieve_ Rather ■t has
heen the econon■ c′  Political and cultura■  pressure fro■  both
inside and outside south Africa that have FORCED obstinate white

South Africans to give in_

Ne■ son Mande■ a has told us all that international pressure

has P■ ayed a vital ro■ e in getting Pretoria this far′  and that we
must continue that pressure. 工f anything′  we shou14 工NCREASE the
pressure by our respective anti― aFartheid activities through
public aenonstrations′  boycotts′  concerts′  letter― wr■ ting
ca■Paigns and whatever e■ se it takes to push a reluctant Pretoria

over the najor hurdles it faces.
We a■ ■ ■ust continte to give our unequュ vocable support to the

African Nationa■  congress (ANC)′  Pan Arficanist congress (PAC)`
Black Consciousness ■Ovement and the other liberation groups that

ca■ l on us_

We will ■now ol■_r ,Ob has been done on■ y when free blacL South

Afr■ cans― ――not the■ r white po■ itic■ ans― ――tell us that the strug9■ e

is fina■ ly over_ Unti■  then′  we need to oppose apartheid as
voca■ ■y and vehenent■ y as we have been_ That is what Ne■ son
Mandela′  free after 27 years in Prioson′  is asLing of us On beha■ f

of his constituents― ――the b■ acL najority.

In the neantiコ e′  instead of giving undue credit to a _racist
Afr■ kaner na「_ed de X■ erk′  ■et us give the rea■  credit whe_re ■t

helongs: to the countless b■ acL South African nen′  wonen and
chi■ 4ren who are fighting an4 4y■ ■9 for a フust ana nonracial

soc■ ety. ■et us dec■ are a ・・Ne■ son Mande■a Sttuare" wherever
possib■ e in our co「_munities.

Anand■ al!

―――コditoria1 0Pinlons by Brian Lo Covert
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月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月月 月 月月 月 月 月月 月 月 月 月 月 月月 月 月 月 月 月 月

そ して 、 ひ と りの踊 り子 が生 まれ た
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

“さあ、楽しそうに踊るんだ

見知らぬ誰かが蒔いた種から

一人の踊り子が生まれた

だから、

いまこそ自分自身の種を蒔くんだ

出発から終点までの

どこかにきっと

生きる為の意味が隠されているのだろう

ただ、きみはそれを知らないだけ…"

「For a Dancer」  Jackson Browne

山本 安見 訳

これはかつて「70年代が生んだもっとも完成され

た作詞家」といわれたジャクソン・ プラウンの

「ダンサーに」の一節。ジャクソン・ プランは自

分自身や、自分のまわりでおこったことを、一語

一語、掘りおこすように歌にしてきた。恋人との

微妙な感情のズレ、別れ、出会い、友人の死、少

年からおとなになることへの不安、社会に対する

不安…。「僕は自分の身におこった事しか歌にで

きない。いま進行中のこの恋がどちらかに決着が

つくまで歌は完成できない」と語っていたことも

ある。たった一行の詩を完成させるのにも、それ

が真に自分の言葉になるまで何ケ月も、時には何

年も自己の内面と対話し、あるいはそのために家

族との関係を最初から見つめなおすという作業を

くりかえしつつ、彼は歌を生みだしてきた。世界

中 井 洋 子

中が熱く揺れ動いた60年代が終わって、やさしさ

の時代、ミーイズムの時代であった70年代に、完

成された音楽性と、鎮魂歌を思わせる印象的な歌

声とで個人を、日常生活を歌にしたジャクソン・

プラウンはアメリカで、ヨーロッパで、そして日

本で熱狂的にうけいれられた。その彼が、その視

点を大きく外の世界に向けだしたのは76年に発表

されたアルバム「プリテンダー」からだと私は思

っている。「 17歳ですでに70歳の叡智をそなえて

いる」といわれたジャクソン・ プラウンはそれ以

前にも人類の滅亡をテーマにした「Rock me on

the water」 や核時代への黙示録「BefOre the

Deluge 大洪水の前に」などといった作品がある

にはあるが、少年が大人になり “世界"と いう扉

をあけたという点でアルバム「プリテンダー」の

もつ意味ははかりしれない。このアルバムの制作

中に彼の妻が自殺するという事件がおきた。なの

に、なんという力強さにみちたアルバムだろう !

彼の内面でどんな葛藤があうたのか、どんな嵐が

吹き荒れたのか、私たちには知るよしもない。だ

が、ここでの彼ははっきりと “現実をみつめて生

きるんだ"と意思表示している。「ああ主よ、今

の僕はこんなにもひどい状態なのです」と歌いな

がらも、その声には確固たる決意がこめられてい

る。 “僕は生きる"と…。それまではどちらかと

いうと、自己の内面を見つめ観念的な世界に陥り

がちだった彼が「夢や希望のすべてが、始まりそ

して終わることを知っている」と歌って “少年期"

に訣男1し “外の世界"に目を向けはじめた。たと

えそれが “からっぽになって走り続ける"し かな

い世界だとしても…。

ジャクソン●ブラウンの世界
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外の世界に目を向けはじめた彼は、さまざまな運

動にのめりこんでゆく。環境保護運動、反核運動、

アパル トヘイ ト問題、中南米問題、軍縮問題…。

80年代に入ってからの彼はこれらの問題をすべて

歌にしてきた。時としてあまりにも性急すぎるの

では…と思えるほどののめりこみ様は、二度にわ

たり彼が逮捕されたことにも明らかだ。原子力初

電所の建設予定地に座りこみをやったのと、軍縮

ムーヴメントで直接行動に出たため逮捕、投獄さ

れたのだ。 (手錠をかけられ、囚人番号を腕に刻

印された報道写真はショッキングだったけどその

時、彼はうっすら笑っていた !)

何が彼をここまで駆り立てるのか? これはあく

まで女である私のセンチメンタルな私見にすぎな

いけど…それは “妻を死なせてしまった"彼のと

るべき唯一の道、だったからではないだろうか。

残された者、とくに彼がほとんど一人で育てあげ

たひとり息子への責任感から (ア ルバム「プリテ

ンダー」の裏ジャケットに写っていた赤ん坊だっ

たイーサンももう今年15歳 !)と言ってしまえば

ごく当然のように聞こえるが、彼ジャクソン・ ブ

ラウンはその当然のことを、当然のこととしてや

ろうとしているにすぎないのではないかと私は思

う。自分の息子への責任感。それはすべての人間

との連帯へとつながらなければならない。自分の

息子に幸せに暮らしてほしい。そのためには戦争

がおきてはならないし、核汚染もあってはならな

い。そして何よりも人が人を抑圧 し、差別する世

の中であってはならない。彼はこれ以上、息子ま

で “死なせる"わけにゆかないのだ、と私は思う。

ここ何年かは中南米問題に取り組んでいるようで、

アメリカの政府機関やCIAに抗議のために出向い

たり、自費でニカラグアやサルバ ドルヘ取材にで

かけたりしているらしい。86年のアルバム「Lives

in the Balance 不安定な生」やそれにともなっ

た来日コンサー トも中南米問題に対するアメリカ

の政策を徹底的に批判 したものだった。何年か前

にアフリカ難民救済ブームがおこった時、にわか

活動家のミュージシャンがやたらぶヽえたが、それ

とは違って自ら世界の危険地帯へ身を投 じ命をは

って運動をしているのはもちろんジャクソン・ ブ

ラウンひとりではない。先頃、待望の再来日をは

たし感動的なステージを見せてくれたU2のボノ

もエルサルバ ドルであやうく銃弾をあびそうにな

りながら活動をつづけている。もちろん音楽はた

だ楽 しく聴 くだけであってもいい。それはあくま

個人の選択の問題だと思う。が、芸術の分野で世

界を動かせるパワーを持つものがあるとすれば、

それはロック。ミュージックだと私は思っている。

事実ロックは世界や、私たちのライフスタイルを

大きく変えてきた。ジャクソン・ プラウンやU2

たちはこれからも、世界との関係を自己のものと

しつつ活動を続けるだろう。ジャクソン・ ブラウ

ンが世界でおこっていることを歌にしなくてもよ

くなったら…愛 している女性のことばかりを歌に

することができるようになったら…その時、世界

は… ?

その彼がニューアルバム「TOrld in IOtiOnゆ れ
動く世界」をひっさげて 2年 9ケ月ぶりに来日。

9月 から10月 にかけて東京、大阪など 5都市でコ

ンサー トを行った。Japan Aidな どのチャリティ

コンサー トを含めると通算 6度 目の来日。大阪で

の 3公演はもちろんすべてソール ドアウ ト。べつ

に今はやりの音楽をやっているわけでなし、ヒッ

トチャー トに顔を出しているわけでなし、なのに

相変わらずのこの根強い人気。かつてジャクソン

プラウンのことを「永遠にはどんな色どりをそえ

ても永遠にかわりはない。そして永遠はくりかえ

6度 目の来日コンサート
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す。それも素晴らしい永遠を」と語った評論家が

いたが、その魅力にとりつかれてしまうと、もう

もどる道はなくなってしまう。私も少 しオーバー

な言い方をすれば「 ロスにジャクソン・ プラウン

という人間がいる」それだけでもういいと思う。

何がどういいのか…説明に窮するが、今までがそ

うであったようにこれからも自分の身に何がおこ

ろうが、ロスにジャクソン・ プラウンがいる、と

いうことが意識下にあるかぎりたいていのことは

きりぬけられると思う。

新曲の「Lights and Virtues 光と善きこと」の

最後に「ひとりで戦ってゆく勇気」というフレー

ズがある。この一行を生みだすためにかなりの‖キ

間を要 し、苦労したということをあるインタビュ

ー記事で読んだが、そういえば彼はいつもたった

ひとりで闘ってきたように思う。幅広い交友関係、

数多くの恋愛体験ということがあっても、ステー

ジで見る彼はいつも “ひとり"だった。87年の来

日の時は体調をくずしていたため見ているのが辛

いようなコンサー トだったが、今回は心身ともに

絶好調みたいで汗だくになっての大奮闘が嬉 しか

った。第 一、あんなにジョークをとばすとは !

それでも時々、憔悴 しきったようにひとりでつっ

立っているように見える。それは彼がウエス トコ

ース トの ミュージックシーンでたったひとり “生

き残って"しまったからと、ほとんど何も持たな

い仙人のような生活をしているからだと思ってい

た。 (人間が生活 していくのに家具が必要だとは

夢にも思わなかった、と彼は本気で言っている。

信 じられない 1)だが「 ひとりで戦ってゆく勇気J

という言葉に出会ってひとつの謎がとけた。あれ

は、あらゆる闘いとそれに伴うすべての責任を、

ジャクソン・ プラウンひとりでひきうけてきた結

果の孤独で、消耗 しきった姿だったんだと。

毎回コンサー トで彼と観客とのやりとりや、観客

の熱狂ぶりを見ていると、彼はほんとうに時代を

越えて “愛された存在"だなと痛感するが、実を

いうと…ロック色を強め、社会的なメッセージば

かりを歌にする現在の彼が必ずしもファンから全

面的に支持されているわけではない。ニューヨー

クあたりでは彼が何かメッセージを伝えようとす

ると、一部の観客が罵声をとばすという。そんな

ことはどうでもいいから早く昔の曲をやれと…。

どんな市民運動でも世間の無理解という壁につき

あたるものだが、ジャクソン0プラウンも自己の

伝えたいことと、観客との意識のズレ、という問

題に直面している。自分が
'被

害者"の立場でな

いのをいいことに日々の快楽を追い求めるだけの

生活がはたして真の幸福かどうか。いま私たちの

いる地球は個人 (少年期)から世界 (成熟期)ヘ

と成長することが正当に評価されない歪んだ世界

だ。物理的にも精神的にも病んだこの世界でジャ

クソン・ プラウンひとりがガンパッたところでも

ちろん何ひとつ変わりはしない。が、それでも彼

は闘いをやめないだろう。それが彼の選びとって

きた道だから。「つぎはどんな服を買おうか、つ

ぎはどこへ旅行しようか」といったことにしか関

心をもてない人たちには、彼の歌はけっしてとど

きはしないのだが、その一方で彼が来日するたび

に何事をさしおいても駆けつけるファンがいるこ

ともたしかなのだ。ほとんどが現在30代のかれら

はおそらく40代、50代になってもジャクソン・ プ

ラウンヘの “想い"を変えないだろう。飽きっぼ

いロック界でこれは稀有な現象だが、そんなかれ

らを支えているのはジャクソン・ プラウンに対す

る絶大な信頼である。

あるいは…ひとすじの希望…なのかもしれない。

10月 のコンサー トの模様を書 くゆとりは今はない

が、ちょっと気になった点を二つほど。コンサー

ト会場のロビーにどこかの環境保護団体の大きな

たれ幕が飾ってあった。あ、今日はやるな ! と

期待 したが・…何もなかった。何のアピールも発表

日本での運動からのアプローチ
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されず、ジャクソン0プラウンからも何のメッセ

ージもなかった。もちろんほとんどの曲に対する

説明はあったが、それでも87年の時ほどの政治的

なコメントはなかった。もしジャクソン・ブラウ

ン側になんらかの働きかけをすれば、彼は何かの

形でメッセージを残したはずなのだ。あのたれ幕

は何だったんだろうか。

もうひとつ残念だったことは、ジャクソン・ プラ

ウン来日というこの絶好のチャンスに、日本の反

アパル トヘイト団体から何ひとつアプローチがな

されなかったこと。彼はニューアルバムの中の

「7hen the stone begins tO turn」 という曲で

ネルソン・ マンデラのことを歌い「lbv Long」 で

はアパルトヘイト体制下の抑圧された子供たちの

ために祈りをこめて “子供たちがどれだけ生き残

れるか…それはきみたち次第"と歌っている。

「When the stone begins to turn 」 というJ曲に

ついてはいま私がここで紹介するより、あなた方

自身で聴いてたしかめてはしい。この曲は私が行

った二日間ともアンコールに歌われたが「マンデ

ラ !」 と何度も彼は叫ぶのに観客の反応はにぶか

った。心なしか彼の表情に複雑なものを見てしま

って、私はうつむいてしまった。日本にはいくつ

もの反アパル トヘイト団体があり活発な運動をや

っていると、彼に知ってもらうだけでも日本の

“汚名"を晴らすいい機会だったのに、と思うと

残念でならない。コンサートのちょうど前日、

ANCの元書記長シスル氏が釈放され、マンデラ氏

の釈放にも希望がでてきたという記 1「を新聞で読

んだ。翌日、ステージ上のジャクソン・ プラウン

はこのニュースを知っていただろうか。「壁の中

に彼を抑えておくことはできても、この流れまで

抑えておくことはできない。壁が崩れはじめると

き、法が燃えはじめるとき、風が自由を歌うとき、

石が向きを変えるとき」と力強く歌う彼の歌声を

を私はじっかりうけとめた。

東西ベルリンの壁が崩れた。南アの風が自由を歌

い、石が大きく向きを変えるのはいつだろうか?

最後にもう一度「ダンサーに」からの一節を。

アメリカの評論家はこの曲を「死についてもっと

も深く洞察された歌」 と評した。だが私には死を

のりこえた、希望についての歌だという気がして

ならない。 “踊り子"と は何なのか、何年も考え

つづけてきた。救世主のことだろうか、それとも

ひとりひとりが踊り子になるんだ、ということだ

ろうか。歌詞の解釈というのは各人がそれぞれの

立場で自由にすればいいのであって、アーチスト

が意図した内容と違った解釈をしてもいいはずだ

と思っている。でももし…ひとりひとりが踊り子

になるんだという願いがこめられているんだとし

たら…だったら私も踊り子になろう。いまはむな

しく “空っぽになって走り続ける'毎日だけど、

私もいつかダンサーになろう。次の時代に種を蒔

くダンサーに…。

“無情感なんかに気をとられてはいけないよ

人類のために炎を燃やしつづけよう

その祈りを宇宙に向けよう

そこから何が落ちてくるか…きみは知らない

もしかすると

もっと良い世界が近づいているのかも…

それとも

すべてが消滅してしまうのかもしれない

きみが見つけるかもしれない

何かの意味も一緒に…"

ン
ハ「′′

２
り

ら
は

レ
‐・Ｌ一

サンダかついよ
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と考えないと、私たちを失望させる。"と あるよ
うに、平気で書いてしまう。こんな人に映画スタ

ーのフレディ・ワシントン、リナ・ホーン、 ドロ

シー・ダンドリッジ、シシリー・タイソン、最近

ではレイ・ ドーン・チョンやバーバラ・ヘンドリ

ックスの美しさをいっても、てんでわけのわから

ない事でしょうが。

古 代 ク シ ュ 帝 国
:ク シュ (KUSH)の事はマーガレット・シニー著

『 古代アフリカ王国』 (理論社)やバズル・デヴ

ィッドソン著『 古代アフリカの発見』 (糸己伊国屋

書店)と『 アフリカ史案内』 (岩波書店)に詳し

い。それによると、エジプ トではクシュの事を紀

元前2000年 頃から知っていたようで、旧約聖

書『 創世記』第 10章 6～ 9にも “ハムの子らは

クシ、ミツライム、プ ト、カナン、クシの子らは

セバ、ハピラ、サブタ、ラーマ、サブテカ、ラー

マの子らはシェバ、デダン.ク シはニムロドを生

んだ。彼はこの世界の最初の権力者となった。彼

はヤハウェの前に力ある猟師であった。それで「

ヤハウェの前の力ある猟師ニムロドのごとし」と

いう諺がある。"と 出てくる。また、彼らの重要

な神である三面四腎のライオン神アペデマク (AP

ED馴ぶ)等にインドの影響がみてとれるとのま旨摘

もあります。そして、エジプ ト第二十五王朝こそ

クシュが支配して創った国なのです。そのクシュ

帝国も、最後にはアクスム王国 (現代のエチオピ

ア)に征服・支配される事になるから、よけいに

クシュとエチオピアの混同がはじまる。この流れ

は、レグェのラスタファリにまでいってるかしら

ね。

そして、クシュの言葉はメロエ語といわれて、

ナイジェリアのヨルバ語などのアフリカの言語と

体系を同じくしているといわれていますが、アラ

ビア語の SIIA「AN(悪魔)な どの宗教用語は 3世

紀から6世紀初頭にアラビア半島を支配していた

アクスム (エチオピア語)の影響があることを、

ギ リ シ ャ ネ申言舌の_く 輝 く ―

星は好きでも星座はにがてで、アィズリー・プ

ラザースのレコー ド・ ジャケットに十二宮の星座

が載っていたりすると微笑しいけれど、アイヌ語

の星座すらほとんど覚えていないの (いけません

ね)、 でもギ リシャ神話に基づく秋の星座のうち

黒人の星 (ギ リシャでいうエチオピア、現在のス

ーダン。古代のクシュ帝国)であるカシオペアに

アンドロメダ、そしてキグナス (白鳥座)! ア

イヌ語では YASKA― NOKA一 ЮCHIW(曳き網形星 )

がカシオペア、 KOY― RIR(波のうねり)がアン

ドロメダにあたるようです。アンドロメダ星雲が

CHEP― RUPI(魚が群がる)で、生活感ありますね。

自鳥座は、やっばりRETAR'OSKAMPE(白 いアホウ

鳥)かSI― CHIKAP(オ ジロワシ)で、鳥だよ。魚

をねらっているのかな。それらとは別にアクエ リ

アス (水瓶座。フィフス・ディメンションの歌想

い出すね)の下に南の魚座があって、それの主星

をフォーマルハウトといいますが、その赤みがか

つた星をアイヌ語では 怒К工K一 N∝HIW(帆立員

星)。・・・・。SEY― KO一 YANKE― KETAと かWttGttK―

ЮttIWと もいいます。本当に AKKEIEKは海の上を

走るんですよ。本当に秋の澄んだ空は星の海だ。

ところがアンドロメダ姫を、ディズニー映画や

レイ・ハ リーハウンゼンの特撮映画の悪影響か、

金髪の自人女性にしてしまっている日本人は無意

識のうちに黒人差別に荷担しているのじゃないか

な。たとえば、野尻抱影著『 星と伝説』 (角川文

庫)の「女王の椅子」に “エチオビアは「黒人」

の意味だが、神話によると、初めから黒かったわ

けではなく、日の神アポルロンの子フェアトーン

が父の車を御しそこねて、天地が猛火に包まれた

時、アフリカが干上がってリビアの砂漠ができ、

ナイルリ||が はい出し、エチオピア人は驚愕のあま

り全身の血が皮膚に出て、その時から黒人になっ

たと伝えている。少なくともエチオピアの王女、

花を欺くアンドロメダは、この以前に属するもの
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マーガレット・シニー著『 古代アフリカ王国』の

P41の註はヒッティの『 アラブ民族史』を引いて

説明しています。

ついでにいっておくと、ベルセウスとアンドロ

メダ夫婦の孫娘アルクメーネーとゼウスの子がへ

ラクレスだから、ヘラクレスは黒人ということに

なるね。そして、ルネッサンス以後の何百年にわ

たってヨーロッパの絵画や彫刻、音楽などで、ギ

リシアを題材にして (これらを自人と思い込んで)

創ったものはすべて間違いだつたということにな

る。

だから、ジェシー・ ノーマンがヘンデルの『 ク

レタにおけるアリア ドネ』、R.シュトラウスの

『 ナクソス島のアリア ドネ』、ベルリオーズの『

トロイアの人々』 (カ サンドラー姫 )、 フォーレ

の『 ペネロープ』などを歌うときの輝きこそがふ

さわしい。

ウ ヽ ‐ル tカ イ ラ σ)興員 い バ ラ

ドイツのハノーヴァーうまれのウイリアム・ハ

ーシェル (1738～ 1822)は天王星を発見したり、

銀河系がレンズ状であるという宇宙論で有名だけ

ど、音楽家でもあるので、ヨーゼフ・ハイドンを

自身のイギリスにある天文台へ招待したものの、

ヨーゼフ・ハイ ドンにとってチンプンカンプンだ

ったものらしく、ハイ ドンはオペラ『 月の世界』

という作品で、 “反射望遠鏡のまえに人形をぶら

下げて踊らすと、くだんの天文学者が宇宙人だと

大騒ぎになる"と ハーシェルをからかっているけ

れど、今となってはハイ ドンの無知こそが笑われ

る。もっともこの頃の天文学者はスポンサーの貴

族・王侯のために星の見えない日には庭に人形や

天体模型をつるして説明するのが仕事でもあった

わけだから、ご機嫌うかがいもなかなかたいへん

だ。その頃に生きた黒人の音楽家ヨーゼフ・プー

ローニュ・ル・シュヴァリェ・ ド・サン=ジ ョル

ジュ (」OSEPH BOllL∝卜E LE CttVALIAR DE ttI「

=GEORGES 1739～ 1799)が好き !

騎 士 サ ン =ジ ョ ル ジ ュ

サン=ジ ョルジュはカリブ海のグアドループ島

で生まれ、その名前は洗礼を受けた際にサン・ ド

ミンゴ島の港に停泊していた美しい船の名 “サン

=ジ ョルジュ"からとられたものです。やがて青

年となったサン=ジ ョルジュはフランスに出て、

ベルサイユ宮のオルレアン公爵付近衛兵隊長にな

るのですが、その頃のスケー トをはいてさっそう

と現われる姿はアレクサンドル=デュマの『王妃

の首飾り (LE COLLIER DE LA REINE)』 (創元

推理文庫)に、また、この小説家の父であるアレ

クサンドル・デュマ・ダヴィ・ ド・ラ・パイュト

ゥリーがサン・ ドミンゴからパリに出てきたばか

りの時 (も っとも、パリに出るとき、父親から白

人の姓を名のることを許されなかったけれど)、

オペラ座でデュマを侮辱した近衛兵を投げ飛ばし

て決闘になり相手を剣で田楽束1し にした話やマリ

ー・アントワネット王妃付竜騎兵隊に入った話と

共に、サン=ジ ョルジュが革命のときに組織した

義勇軍にデュマを誘って入隊させたことがアンド

レ。モーロワの『 アレクサンドル・デュマ (LES

ROIS DUMS)』 (筑摩書房)にある。

その黒人ばかりの義勇軍は1791年にサン=ジ ョ

ルジュが国民軍の隊長に任命された後、1792年に

「アメリカ騎兵団 (ア メリカ人の自由軍)」 とし

て結成されたものです。やがて、「騎兵第 13連

隊」に併合されて、その名を「ミデイ国民憲兵隊

(サ ン=ジ ョルジュ憲兵隊)」 といわれましたが、

そうした活動にもかかわらず、1785年のオルレア

ン公爵の死後のロンドンに滞在中 (1786～ 1787)

の両性具有の騎士デォンとたたかった武勇伝 (そ

の体験がオペラ・コミック『少年のような少女』

となつたみたい)やそれ以前の冒険談がわざわい

したものか、1789年の革命にともないオルレアン

家のロンドンヘの亡命に付き添っていった前歴に

よるものかわかりませんが、さまざまな中傷によ

って、行政委員会から議会に提出された報告書に

もとづいて、革命裁判所はサン=ジ ョルジュの役

職を剥奪。クレルモン・シュル 。オワーズ近くの

ウーダンヴィルの拘置所に一年間の拘束を受ける

ことになりました。

その後「騎兵第 13連隊」に復帰がかなうもの

の、また再び罷免となって、失望したサン=ジ ョ

ルジュは親友のラモー トとサン・ ドミンゴ島への

最後の旅行の後、1797年にはパリに帰ってマレー

地区のアパー トの一室で晩年を過ごすことになり

ますが、1799年 6月 10日 、さまざまな女性たちか



らの手紙が示す豪華で夢に満ちた過去の日々とと

もに、そこで死亡することになります。

イ乍 曲 家 サ ン =ジ ョ ル ジ ュ

作曲家としては1765年に発表した6曲の弦楽四

重奏曲の成功において、フランスでは “弦楽四重

奏曲の父"と も呼ばれるし、サン=ジ ョルジュが

交渉して、ヨーゼフ・ハイドンがコンセール・ ド

・ラ・ロージュ・オランピックのために作曲した

6曲の交響曲は現在『パリ交響曲』 (交響曲第82

～87番 )の愛称で知られています。サン=ジ ョル

ジュ自身の音楽は現代のマラヴォワ (LDで 、映

画『 マルチニックの少年』と “EN CONCERT AU

ZENI翻 "がある)に通じる華麗さですが、同時

アフリカの人びと
―
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降矢洋子本版画展 in osAKA を動させよう||

■ 1990年 4月 2日～ 7日

■大阪府立現代美術センター

■入場料 無料

■アフリカの土に生きる人間讃歌

の絵をみる会

大阪人権歴史資料館 (リ バティ

おおさか)

反アパル トヘイ ト・カレンダー

の発行に協力していただいている

降矢洋子さんの本版画、約 50点
がはじめて大阪にやってきます。

反アパル トヘイ トだけでなく降矢

さんの作品に魅せられた人たちが

力をあわせて展覧会が実現するこ

とになったものです。この展覧会

のために降矢さんの絵葉書セット

(5枚 )が新たに作成され、「こ

むらど」でも扱っています (1セ

ット500円、送料 72円 )。

一人でも多くの方に鑑賞していた

だいて展覧会が成功するよう、皆

さんの御支援・協力を御願いたし

ます。詳細は、下垣まで御問い合

わせください (806-722-7266)。

■開館時間

平 日は午前10時 から午後 6時まで

土曜日・祝日は午前10時 から午後 4時 まで

■休館 日

日曜日と12月 28日 から翌年 1月 4日 まで

■交通

□地下鉄四ツ橋線 肥後橋駅下車

4番出口から西へ50m

□国鉄大阪駅

□阪急梅田駅

□阪神梅田駅

いずれも下車 南へ徒歩約15分

□京阪淀屋橋駅下車 西へ徒歩10分

大 阪府 立 現代 美術 センター

〒530大阪市北区中之島3-2-18

住友中之島ビル 5F
TE L06-445-6665
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代のヴォルフガング・アマデウス・モーッアル ト

(1756～ 1791)よ り優美で流れ出るような力強さ

も感じられます。そして、深い哀愁。だいたいね、

モーッアル トはコンセール・スピリチュエルのた

めに交響曲第31番「パリ」や管弦楽器のための協

奏交響曲等を作曲していますが、パリに滞在中に

狩や馬術に長けただけでなく女性たちとの華やか

な生活を楽しんでいたサン=ジ ョルジュとその作

曲家兼ヴァイオリニストとしての才能に嫉妬した

からか、晩年のオペラ『魔笛』第 2幕第 7場のモ

ノスタトスのアリアで “ WEIL EIN SCHWAR3

HASSLICH IST!(ぶざまな黒ん坊だからという

んで !)"と いわせて、それに平気で作曲してい

る。こんな作品に輝く人類愛を読みとろうとする

人の気が知れない。黒人のオペラ歌手がこの作品

に出たがらないわけだよ。だから、いつまでたっ

ても自人 (あ るいは黄色い人も)が顔を黒く塗り

たくって、ミンストレル・ショウみたいにしてい

るわけ。 トマス・ D・ ライス (1808～ 1860)の (

ジム・クロウ)の前に、モーッアル トの (モ ノス

タトス)があるというわけだ。

「私は王家の出だ」と誇 りをもっていうシェイ

クスピアの『 オセロー』にはイギリスで有名にな

って (なかでも1833年 4月 のコヴェント・ガーデ

ン王立歌劇場での成功を契機に)全ヨーロッパで

活躍したニュー・ヨーク生まれの黒人俳優イラ・

フレデリック・アルリッジュ (1807～ 1867)がい

ます。また、コンセール・スピリチュエルといえ

ば、1789年 4月 にはロンドン生まれの黒人ヴァイ

オリニスト、ジョージ・ A・ P・ プリッジタワー

(1779?～ 1860)が デヴューしています。後にベ

ートーヴェンのピアノで、ヴァイオリン・ソナタ

イ長調 《クロイッエル》 (1803年 5月 24日 )を初

演したことは有名。

ところで、なぜ日本のオーケストラがサン=ジ

ョルジュの作品を演奏しないのかな (プロフェッ

ショナルとしては勉強不足なんじゃないの?それ

とも自人には憧れても、黒人には憧れないという

の?)。 まあ、ヨーゼフ・ハイ ドンの弟であるミ

ハィエル・ハイ ドンの高山右近を主人公とするオ

ラトリオ『キリスト者の悲劇』だって日本での上

演は聴いたことないから、まあ無理な注文なのか

もしれないね。

ナポレオン・ボナパル ト軍最強の将軍としてヨ

ーロッパ中で “黒い魔神"と して恐れられたアレ

クサンドル・デュマはフランス軍のエジプ ト進攻

中、サン=ジ ョルジュの自由を求める′とヽがデュマ

にも伝わったものか、ナポレオンと意見の行き違

いで解任される事態になるのもむべなるかな。

また、フランス革命に応答するようにサン・ ド

ミンゴ島の黒人奴隷が自由を求めて立ち上がった

とき、それを鎮圧するために銃を向けたのはフラ

ンスの国民軍とイギリス軍だった。後にはナポレ

オン・ボナパル ト軍に引き継がれることになるけ

れど、それらに対して戦いを挑んだトゥサン・ル

ーベルチュール (TOUSSAIⅢ  L'OWERW駆  1743

～1803)は フランス軍に欺かれて囚われ、フラン

スにある牢獄で死んだとき、彼は蝶になったと伝

わっています。1806年にハイチとして初の黒人独

立国 (共和国)【註 *】 となる、この闘いはチャ

ールズ・ミンガスのアルバム “THE CLOWN "に

収録の “HAITItt FIGtt SONG"と いう作品にな

つている。

透 明 人 間

TVのインタヴューに答えて、誰かが “黒人と

呼びすてにされた時、自分の持っている徳性 (や

さしさや思いやりや様々な性格)や職業における

自分の地位などがとっぱらわれて、すっかり裸に

された気分になる。自分が透明人間になつたよう

な気持ちだ。"と いっていましたね。この気持ち

はぼくらにもわかるんだよね。ぼくらにしても、

いつまでもシャモがこちらをどうみてるんだろう

と、ビクビクその眼を気にすることはやめなくて

はね。実際もういいかげん嫌になってるんだよね。

【註 *】 “1605年頃にブラジルの北東部に建

てられたパソレマレス (PAlyARES)の アフリ

カ人王国は、なかでもとくに有名で成功した

例であり、オランダ人やポル トガル人の植民

あるいは兵士たちの攻撃を何度も撃退し、建

国後約 100年の1694年になってはじめてポル

トガル人によってくつがえされた。"

バズル・デヴィッドソン著『 アフリカ文明史』

(理論社)と いう例もあるけどね。
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日本人がよくいう “滅びゆく民族、減びゆく言葉"

にしても、正確には “日本人が滅ぼそうとした民

族、日本人が滅ぼそうとしている言語"なのであ

つて、仲のよい日本人と話すとき、仲よくなれば

なるほど真綿で首を締められるように苦しくなる

のは何故なんだろう。何時まで、ぼく達アイヌ・

ウタリを透明人間にしておくつもりなんだろうね。

天文学者としては麻田剛立の弟子である山片蟻

桃 (1748～ 1821)の宇宙論は『 夢の代』巻之一、

天文第一の汁四にあるように、太陽系を核 (さ ね)

とたとえて、宇宙の恒星はすべてこのようなもの

だとするものですが、それはそれでよいとしても

『夢の代』巻之四、歴代第四の廿一に “我日本ノ

中古、蝦夷 (えぞ)ヲ征シタルハアタリマヘ也。

止ムコトフ得ザル時ノコト也。"は商人として、

大阪近辺の庶民を代表するものか、儒学者として

の立場によるものかはわからないけれど、その時

代の日本人の底流をささえる意識にはちがいない。

こんなものに罪悪感をもとめても無駄というもの

だ。それが、江戸時代ならいざしらず現代の日本

で、梅原猛の劇『 ヤマ トタケル』に侵略を正当づ

ける理論として出てくる。これにはあきれた。

1950年代の終 りか、1960年代の最初の頃、ある

黒人団体 (ゴメン名前わすれた)が教育現場にお

ける黒人児童の意識調査をしたとき、調査員が示

す黒人の人形と白人の人形のどちらが好きだとい

う質問に、自人の子供が自人の人形が好きなのは

普通としても、黒人の子供までが自人の人形が好

きと答えたことに疑間をもった調査員が黒人の子

供に個人的に聞いた時「だって、黒入つて悪いこ

となんでしょ」といわれてショックを受けたとい

う話があります。その後、黒人の人形が市販され

ることになつたり、公民権運動の高まり、等が教

育に反映することとなり、黒人の子供達が「黒人

の人形が好き」といえるようになつたのはいうま

でもない。それこそレイ・チャールズの “ⅧAT'D

I SAY"の何故こんなひどい目にあわなきゃい

けないんだ、神様答えてくれよ !の意識から、ジ

ェイムズ・プラウンの “SAY IT LOUD 一 I'M

BLACK ANEI I'M PROm"に 共通する流れでし

ょう (ムチャクチャな聴きかた。ゴメンネ)。 そ

して、忘れてはいけないものにオーティス・ レデ

ィングの名作でもあるアリーサ 。フランクリンの

“RESPECT"がある。

リ ノフちゃんの お 父 1さ ん 0ま ?
そこで、日本で販売されている人形を例にとる

と、リカちゃんのお父さんがフランス人なのはい

いとしても、何故黒人じやないの?リ カちゃんの

お友達に1可故アイヌ人 (AYNU)は いないの、朝

鮮人 (KAORIN)はいないの……アイヌのリカち

ゃんはないの、朝鮮人の リカちゃんはないの、中

国人のは ?ベ トナム人のは ?黒人のは何故ないの。

売れないから?そ うだったら売れるようにしてお

くれよ……!!!売れるような社会にしてくれよ。

「アイヌのことはあまり知らないし、興味もな

いの」という人に「そうだろうな、ぼくも日本人

のことあまり知らんし、興味もないもの」と答え

ると、とても傷ついたそうですよ。そんな日本人

って本当に繊細で、傷つきやすい心をもった人々

なんだなぁと感心しましたよ (こ れが皮肉だとわ

かった日本人 “CttmЖo刊PAX"が 多ければ、

まだまだ日本人もすてたものじゃないんだけど)。

ぼく達は日本人が何を考えているか、どんな行

動に出るかを常に考えていなくてはならないし、

日本語も知らないと、この日本では生きていくこ

とも、生き続けることもできはしない。逆に、日

本人はアイヌのことは別に知らなくても生きてい

けるものね。ただ、それだけのことです。

太 宰 治 の  
『

津 軽 』

日本では名作とされる太宰治の『 津軽』――タ

イ トルこそアイヌ語のuARI(中の手前)ではあ

っても『 日本書紀』の編者同様にその意味は知る

わけがないけどね。著者のアイヌ語や歴史に対す

る無知な所は三「外ケ浜」で橘南鶏 (筋檄鮎孵)の

『 東遊記』をひく所でも、四「津軽平野」で「日

本百科大辞典」や喜田貞吉やノlЧ ‖琢治の著作を引

用する所にも遺憾なく発揮されているわけだけど、

“この安東氏の頃あたりから、まあ、少しは津軽

の事情もわかって来る。その前は、何が何やら、

アイヌがうろうろしていただけのことかも知れな

い。しかし、このアイヌは、ばかに出来ない。所

謂日本のnf■民族の一種であるが、いま北海道に

残ってしょんぼりしているアイヌとは、根本的に

たちが違っていたものらしい。その遺物遺跡を見
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るに、世界のあらゆる石器時代の上器に比して優

位をしめている程であるとも言われ、今の北海道

アイヌの祖先は、古くから北海道に住んで、本州

の文化に触れること少く、土地隔絶、天恵少く、

随って石器時代にも、奥羽地方の同族に見るが如

き発達を遂げるに到らず、殊に近世は、松前藩以

来、内地人の圧迫を被ること多く、甚しく去勢さ

れて、堕落の極に達しているのに反し、奥羽のア

イヌは、溌束1は場つ)と独自の文化を誇 り、或いは

内地諸国に移住し、内地人も奥羽へ盛んに入り込

んで来て、次第に他の地方と区別の無い大和民族

になってしまった。"に集約されている。ほんと

にみごとなまでの同化・同和主義 !

『花千日の紅なく』阿井景子著 (集英社文庫 )

P.165に南方熊楠の書簡 (大正十五年六月六日)

があって、その中で “柳田氏 と音信絶に及びしは

……柳田氏、辞を低うして著作の批評を頼まるる

ゆえ、小生毎度外国の例を引き、……外国には左

様に行かぬ事例もありしなど申せ し (『郷土研究

』にその例多し)。 それを柳田氏が気に食わず、

熊楠の文散漫にして一向取 り留めたところなしと

言わる。……熊楠のするほどのことは横浜辺のご

ろつき通弁にも多くこれをなし能 (統)う ものあり

しとか、日本人の文としては間違った英語が面白

うて出してくれるので、アイヌの江戸っ子を芝居

で見聞するつもりで持て囃 (榊)すのだなどと申さ

れ候。……所謂かかる人と口をきくは無益のひま

つぶしと存じ、絶信に及びおり候。"と いつた柳

田国男が南方熊楠を椰鍮するためにいった言葉に

しろ、辻潤の自称 “江戸つ子のアイヌ"に しても

どこからきた言葉か知らないけれど、よい意味で

は使っていないよね。

現在の日本人を構成するものとして、当然全国

に配置されたアイヌの奴隷=奴婢を無視できない

はずです。そのアイヌの血筋を意識するなら、ど

うぞアイヌ文化も言語も大切にしてくださいな。

そして、異民族として誇 りをもって生きられる社

会であってほしいものです。

多様な民族や文化のあるほうが面白でしょう。

だから、本当は (別におしつけるつもりはないけ

れど)ぼ く達以上に日本人のほうが、アイヌ文化

や歴史に言葉を学ばなければならないはずです。

ぼく達を透明人間にしないためにもね。

《千寸金豪》

映画『 マルチニックの少年』で、メドゥーズお

爺さんがジョゼにいう謎 “妊娠しても生まれない

もの"の答えは “満月"だけど、アイヌの謎 (

嘲 U) “ IWAIN K)T戯  ヾ帥  KIP EIBA― P

腰  猟 劇 ?(六村を越えて額 (議い)をつき出

しているものは何であるか ?)"の答えも “CHtP

mttI(お月さま)"。 そして、銀河のことをア

イヌ語ではPET― lN10KA(り ||の姿)と かRIK―UN―PFr―

NOKA(高いところにある川の姿)と いいますが、

ギリシア神話では女神ヘラが赤ちゃんのヘラクレ

スに乳をあたえている時にあまり強く飲むものだ

から、その乳がほとばしったというのでギリシャ

語のCALA(乳 )か ら銀河のことをGALAXYと いうの

で、英語のMILKY WAYも ここからきています。つ

まり、黒人が銀河を創ったということになるの (

ここで感嘆符の四連発)!!!!

(1989.11:18)

続々『糸吉婚』てイ可だ?

=なぜ子供に対する差別が必要なのか

岡 島 実

早いもので、子どもが生まれてから7ケ月たっ

た。午前中は仕事がないので面倒を見ることが多

いのだが、あたりをがさごそとはい回るので、な

かなか目が離せない。うっかりすると大事な書類

や本も餌食にされてしまう。

この子が法律上は「嫡出デナイ子」として扱わ

れていること、そのような扱いを拒否した結果、

出生届が受理されず、戸籍が作られていないこと

は前回書いた。その事態は今も変わっていないが、

もちろん当人はそんなこととは関係なく、のびや

かに育っている。戸籍がなくて困らないかと時々

尋ねられることがあるが、そんなことは全くない。

そもそも戸籍などという制度が存在している国は

世界中で日本と韓国と台湾だけ、しかも韓国と台

湾のそれは日本の植民地支配の遺物という代物な
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のである。たった今廃止したとしても、何の不都

合も生じない。個人登録に基づく住民票があれば

十分なのであり、その方が個人の尊重をうたう憲

法の趣旨にも沿う。もっとも、子どもに戸籍が作

られなくても日常生活には何の支障もないが、人

生の折 り目には (例えば、結婚、相続、就職)問

題が生じることも予測される。しかし、だから戸

籍を作 りましょうではなく、戸籍による差別を少

しでもなくす方向を私たちは考えるべきだろう。

ところがむしろ一般には、「戸籍がないなんて、

そんなばかな !?」 と驚く人があるほど、「コセキ」

は私たちの意識を支配してしまっている。一昨年

の東京豊島区での子ども置き去り事件の子どもた

ちも戸籍がなかったが、マスコミのほとんどが、

戸籍がなければ学校へ行けない、火葬ができない

などと (すべてウソ)、 当局の発表そのままに、

まるで戸籍がなければ人権が全く保障されないか

のごとく書き立てていたのには、あきれ返ったも

のである。戸籍上の登録によってではなく、その

個人の存在そのものによって人権が保障される (

民法 1条ノ3)のは、少し考えてみれば理の当然

であろう。ましてや、女性、子どもに対する「家

」制度的な差別の押し付け、外国人に対する差汚1

的排斥など、戸籍の果たしてきた犯罪的役割を少

しでも考えれば、これはあまりといえばあまりな

無責任さである。

戸籍および婚姻制度が作 り出す差別の最たるも

のの一つは、「嫡出デナイ子」という規定によっ

て、生まれてきたすべての子どもを三分してしま

うことである。民法学では、「婚姻尊重と非嫡出

子の保護とは、立法上の永遠の二律背反」などと

説かれてきたが、とんでもない言舌である。なぜ、

婚姻という私法上の一制度の尊重と一個の人間の

人権とが秤にかけられうるのか。また、かりに婚

姻が尊重されるべきものであるとしても、なぜ、

婚姻する当事者とは別の人格である子どもに不利

益が及びうるのか。欧米では既に嫡出・非嫡出の

区別が法的に廃止された国 (ス ウェーデン、アメ

リカのいくつかの州など)もあり、これが「永遠

の二律背反」などではないことを示している。そ

う、婚姻がその当事者個人にのみ関わるものであ

ることが理解されさえすれば、嫡出 ,非嫡出とい

う区別は、そもそも意味のないものなのである。

それにもかかわらず、法的婚姻関係にない父母か

ら生まれた子を差別するのは、血統観念の保持と

家産の維持のために他ならない。また、母親から

見れば、父親が法的に明らかであろうとなかろう

と、その子との関係は明瞭であって区男1する必要

は毛頭ない。つまり、この区芳1は男が婚姻関係に

ある女以外の女と関係をもつことを容認しつつ、

その女とその女が生んだ子を差別することによっ

て血統存続の観念を守ろうとするものである。た

とえば、民法 733条 (再婚禁止。女は離婚後 6

ケ月以内は再婚できない)や 774条 (嫡出の否

認。女が夫以外の男の子をもうけた場合、人の訴

えがなければ夫の子とみなされる)の規定は、婚

姻なるものが男 (よ り正確には、男の属する家 )

のためのものに他ならないことを示している。

こうした婚姻による差別を正当化するためには、

いくつかの神話が作 り出された。それらは、少し

考えれば全く荒唐無稽なものであることが分かる

のに今だに多くの人によって大まじめに主張され

ている。その一つは、非嫡出子が差別されれば、

男の身勝手を防ぐことができる、というものであ

る。これほど身勝手な論法も、あまり例を見ない。

男が「身勝手」で非嫡出子をつくつたとして、唯

一責任逃れができるものがあるとすれば、それは

男なのである。もう一つの神話は、妻の権利を守

るためには、妻以外の女の生んだ子は差男1すべき

だ、というものである。しかし、ではその妻の権

利とは、誰に対して、どんな権利が守られるとい

うのか。これは、女に対 しては一人の男に従属す

ることを要求しつつ、男に対 しては、複数の女と

関係をもつことを認めてのことではないのか。妻

の権利を言う前に、既に女としての人格は深く踏

みにじられているのではないだろうか。

とはいうものの、私たちのほとんどは、男も女

も、婚姻によって女の人格が踏みにじられるのを

「当然のこと」と考えているのである。1970～ 80

年にかけて、欧米では婚外子出生率が激増し、軒

並み 10%以上 (イ ギリス、フランスの 10数%
からスウェーデンの40数%ま で)に達している

のに対 し、日本では逆に漸減し、 1%台にまで落

ち込んでいるのである。私たちは、男と女とが、

対等に自由に生きる可能1生を、自らの手でせばめ

ているのだろうか。  (1990年 1月  記 )
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謬議彗 か ら くの よ 3イ更 り

Ir■ a r― paと お 箸

初めてお便りいたします。先日、郵便振込でニ

ユースの購読料とカレンダーの申込みをさせてい

ただきました。

今日こうしてペンをとった訳 (ワ ープロだけど

…)は、95号のニュースで佐藤真弓さんの「タ

ンザニアとお箸」を読んで、自分のオハシを使う

ことについて私が考えていることをだれかに聞い

てもらいたいと思ったからです。

ワリバシを使わずオハシを持とうかと思い始め

たのは、mar― paと いう音楽グループのファ

ンになってからのことです。彼らは、地球に住む
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人間として、ワリバシを使うのをやめようと提案

されています。ところで当の私が外食の際、自前

のオハシを使っているかというと、答えはNoで

す。ただ、秋に私が一人で北海道を旅行した時、

自前のオハシで外食をしました。抵抗はもちろん

ありましたが、一人だからできたのだと思ってい

ます。すなわち知人や友人と一緒のときは、いま

だにオハシをおもむろにとりだし……ということ

ができないでいるのです。「エーッ、ヤッダー、

恥ずかしいことせんといて」とまでは言われない

だろうけど、一人旅をしただけでも物好き扱いさ

れるのですから、変な子やね、と思われることま

ちがいなしです。

そんなことで私は今、ふんぎりがつかずワリバ

シを手にしています。佐藤さんのおっしゃるとお

り、抵抗を感じるのは最初だけなのかもしれない

ですね。

ところで、先に書きましたmar― paと いう

グループの曲は、とてもすばらしいですよ。先日

RIMLANDと いうアルバムが出たのですが、

リムランドとは、辞書によると、HEART一
LANDの 周縁地域となっていますが、具体的に

は、日本海から黄海、東シナ海、そして南シナ海

へ至る沿岸の国々を総称しています。 mar―
paの音楽は、言葉がないためか環境音楽という

人がいますが、そうではなくリムランドの自然や

気候や人間の心臓の音なのではないかと思ってい

ます。

私は、自分の黒い髪と黒い瞳とカフェ・オレ色

の肌が好きです。欧米に対するコンプレックスも

発展途上国に対するおごりも消えてしまえばいい

のにと思います。

勝手なことばかり書いてすみません。それでは

皆さんのご健闘をお祈 りしています。

(1989.12.9 小山久枝 )

6,16 Uplsing ceremony in SOMAF00

5:30am
ベルの音で跳び起きる。すでに多くの人が集ま

つている様子だ。泊まっているグストハウスまで

歌声が響いてくる。眠い目をこすりながら、声の

する方へ行ってみると、会場は静まり返っている。

国旗掲揚。朝の寒さと静けさのなかで、黒、緑、

金の三色の国旗が掲げられる。日本でも近々、学

校での国旗掲揚が義務付けられるらしいが、ここ

とは意味が違う。侵略の象徴になぞ敬意をはらう

必要はないが、ここでは自由の象徴である。掲揚

を見守る人々の顔は、祈りに近い表情であった。

11:00am Political Progralnme

8人の演説者がステージに上がる。信じがたく

力強いメッセージ。ルーサー・キングの I have

a dre帥  を思い出す。ここに8人のルーサー・

キングが今も生きていて、我々に問いかけている

ようだった。この悪 ( Big Monster called

Apartheid)と いつから戦っているのかという問

いかけに、隣に座った男がつぶやく。ここに集ま

ったすべての人の熱気で圧倒されながらも、演台

からのコールに対し叫んでいた。  Free
Mandela!

4:OOpm 」une 16 Cup Final

昼食後、サッカーの観戦に行く。 Silvertion

vs Chiawelo Lions。 アッテンボローの “Cry

Freedom"の 中にビーコのサッカーチームのカッ

トがあったが、実際にかなりのハイレベル。平気

でオーバーヘッドするし、ゴールキックでハーフ

オーバーの球をダイレクトでヘディングするし、

ひたすら感動。しかし、プレーヤーにましてすご

いのは観客。ゴールのたびに (と いっても結果は

3:1だ ったから4回だが)客席からとびだして

いくシーンは、かなりの見物だった。 Funkyな

お母さんは子供を抱えて走っていくし、子供の将

来が思いやられる……。かくしてアフリカのサッ

カー熱は受け継がれていくのだろう。

8:00pm Culture
ダンスと演劇。イントロはダンス。動きの美し

いこと美しいこと。劇の方は英語とズールー語。

言葉がよくわからなくても動きから予想がつくし、

十分楽しめる。オープニングのバンド演奏。ちょ

っと音は硬いが、まぎれもなくズールージャイブ。

アカペラコーラスは完璧な call&response 。

賛美歌の “Near lpy God to thee"(ズールー語
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で歌っていた)すら call&resp"seで 歌ってい

た。ミリアム・マケバがソロで伝統的コーラスの

美しさをこわしたとの評価もわかるような気がす

る。

国歌のシエン、観客が一斉に立ち上がり、右手

の拳を上げ、共に歌いだす。すごい迫力だった。

すべて集まっている人々の国歌に対する思い入れ

が追ってきたのだと思う。

“damn cop!"と いうセリフがあつた。意味

がわからず、隣の人に聞くと、こう返ってきた。

「 stupidっ ていうスラングさ。」

そしてラストシーン、この一言のために劇全体

がつくられたとしか思えなかった。

“Our Freedom is all of
your freedom !"

(1989.6.16 農大 太郎)

デ ン マ
ー

ク か ら 投 書

去年の8月 より、デンマークの トラベリング・

フォーク・ハイスクール (旅する人々の学校)に
います。これは、1971年 に第二世界を旅してきた

デンマークの教師たちが、これらの体験をもっと

多くの人々に伝えたいと、つくったのが始まりで

す。そして1977年 、開発教育の実践の中からDA
PP (Development Aid People to People)と

いう民間団体をつくり、南アフリカ周辺のアパル

トヘイ トとたたかっている国々 (ジ ンバブエ、ザ

ンピア、アンゴラ、モザンピーク、ナミビア)で

人々の経済的独立 (精神的独立につながる)を目

ざし、共に活動しています。

学校によって様々なコースがあるのですが、私

の場合は次のようなものです。

1学期 (3カ 月間)は準備期間。一―アフリ

カの歴史、地理、政治、アグロフォレス トレ

ー、エコロジー、砂漠化と熱帯雨林の減少、

植林などを学ぶ。

2学期 (3カ 月間)は現地でDAPPと 共に

活動。一―ザンピアの村々の小学校での果樹

園つくり、村人への植林育成。

3学期 (2カ 月間)はプレゼンテーション。

一一毎週あちこちの中・高校をまわり、スラ

イ ド、寸劇で現地の生活状況、何をしてきた

か、何がこれからできるかなどを話す。また

植林セミナー、東ヨーロッパの変革、第二世

界の借金なども話題にする。

他の国々では、内戦 ?に よって家や親をなくし

た子供達のパイオニア学校、クリニック、農場、

養漁場、食堂、裁縫、バンエ場などのプロジェク

トを始めています。資金源は、今のところスカン

ジナビアの国々で人々が自発的に持ち寄った中古

衣料を販売したものですが、 5年以内には、彼ら

自身で資金源を含め、すべて運営できるよう計画

されています。

今週のテーマはアパル トヘイ トで、アパル トヘ

イ ト問題、ANC(ア フリカ民族会議)の歴史、

ネルソン・マンデラの活動、経済制裁 (日 本反ア

パル トヘイト委員会発行の “アパル トヘイ トとニ

ッポン"からの資料でポスターを作 りました)、

今日の南アフリカ、シェル石油の不買運動 (デン

マーク、オラングでは盛ん)について話したり、

ビデオ “デンバサ最後の基"や 1フ リー・マンデ

ラ (反アパル トヘイ ト・マンデラ釈放のための世

界中の運動・コンサー トなど)"をみて、みんな

タ ン ザ ニ ア の 味 と 香 を 日 本 で も 一

■インス舞 華彙 ■|=      
・

轟議賂
～

ザ載 轟藝
=

アフリカフェ & アフリカンプライ ド

700円 (101曲)      400円 (100醐 )

いずれも「こむらど」で取扱っています。送料は 1缶 (箱)250円 、 10以上
の場合は当方負担です。申込みは郵便振替 (大阪 435095)を御利用ください。



(と いっても 1チーム 10人強ですが)議論した

りしています。

そして今日は、アパル トヘイトについて新聞へ

の投書を書いていて、ほとんどのデンマーク人は

地方新聞に、オランダ人は トラベル・ウェイとぃ

う若者向けの、もう一っの世界の旅の情報紙 (単

に安宿を見つけ、旅行地を歩くのではなく、現地

の市民団体や草の根の運動をつくっている人たち

と交流しようとする′
1青報紙)に 、そして〃、は “こ

むらどニュース"に 書いているところです。

日本のニュース (新聞・テレビ)は ほとんど日

本のことしか言わないと、日本にしばらく住んで

いる外国人から、よく批判されました。ここデン

マークは、人々の政治的、社会的意識はえらく高

いのですが、ニュースはほとんどデンマークと少

しヨーロッパ、たまにアメリカのことで、この 1

カ月一度も、アジア、アフリカのニュースはあり

ませんでした。が、さすが ?マ ンデラが釈放され

た日には、 トップニュースで延長して報道してい

ました。デンマークは、数少ない全面制裁をして

いる国ですが、さっそく外務大臣が「マンデラが

釈放されたし、経済制裁をオープンにしてもいい

のではないか……」などといっています。

日本も近々マンデラを招待するそうですが、何

を話すのでしょうね ?では、明日から3～ 4日 、

人々によってこわされつつある壁のベルリンに行

ってきます。  (1990.2.15 Ruri Kitadal)

|≒∵繁 新 誕 妻 と )オ■ こ わ し社社≒与

■またまた発行が大幅に遅れてしまいました。そ

れらしき言い訳の材料はあるのですが、ここでは

「こむらど」は以前にもまして元気である、とだ

け書いてお詫びの言葉にします。それにしても、

早くから原稿を送っていただいた方、本当にゴメ

ンなさい。

■多くの方から反アパル トヘイ ト・カレンダーや

目 次

今こそ草の根の反アパル トヘイ ト
運動を強め 釈放されたマンデラ
さんを日本へ招こう!!

ネルソン・マンデラ氏釈放直後の
演説 (全文) 1990年 2月 11日

ANC創 立78周年記念集会によせて
〔内田直子〕

INT'L PRESSURE STILL NEEDED
AGAINST APARTHEID SOUTH AFRICA

by Br■an L. Covert

そして、ひとりの踊 り子が生まれた

〔中井洋子〕

PEWtt CHllP(CRESCEⅢ )

〔チュプチセコル〕

降矢洋子本版画展 in osぶA案内

続 『々結婚』て何だ? 〔岡島実〕

ちびくろサンボの危険性
〔ジェリー・ヨコタ〕 (読売新聞)

読者からのお便り

編集あれこれ

資料の申し込み、ニュース購読料の送金をいただ

き、ありがとうございました。宛名ラベル紙の下

の数字は、購読料の期限を表わしています。例え

ば「 102」 は、その号までの前納を意味してい

ます。ご確認ください。また送金の際は、かなら

ず裏面に内容、数量などを御記入ください。

■本紙への御意見、投稿などをお待ちしています。

皆さんからの反応は、ニュース発行のエネルギー

です。また、本紙を知 りあいの方などに紹介して

ください。見本紙を無料で送 ります。次号の発行

は……、予告なしです。 (霜 )
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■発行 こむらどアフリカ委員会

■郵便振替 大阪4-35095
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0578東大阪市若江南町 1丁目6-3

■購読料 1800円 (6号分前納、

下垣気付

送料込み )


