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日本ではゴールデン・ウィークなどといって大

騒ぎしている人もいた 5月 2～ 4日 の 3日 間、南

アではANC(ア フリカ民族会議)と アパル トヘ

イ ト政権とによる本会談開催に向けた予備交渉が

開かれていた。当初、この予備交渉は4月 11日

からの予定だったが、 3月 26日 にヨハネスブル

グ郊外の黒人居住区セボケンで平和的デモに警官

隊が発砲し、 17人が射殺され数百人が負傷され

られたことにANCが 強く抗議して無期延期され

ていたものである。結局、デクラーク政権が泣き

を入れて開かれた予備交渉は、新聞報道によると

順調な話し合いで、本会談に向けて双方の条件を

さらに検討するために作業グループを設置するこ

となどで合意して終了したという。

セボケン虐殺のニュースなどを聞くと、「マン

デラ釈放後も国内の日常は何も変わっていない」

と語っていた一人の南ア黒人の言葉が思い出され

る。そのような状況が続いている一方で、昨年ま

でであればANCが 自人政府に譲歩を迫ったうえ

で交渉に応じるという状況など予想もできなかっ

た変化である。南アでの出来事を一面的にとらえ

るのではなく、いまアパル トヘイ ト廃絶のために

日本で何をしなければならないのか、また私たち

は南アの誰とつながろうとしているのかを考え、

行動していきたいと思う。

本紙前号でも簡単に報告したが、関西では「ア

パル トヘイ ト廃止をめざすネルソン・マンデラ歓

迎関西委員会」 (マ ンデラ関西委員会)が結成さ

れ、今年 9月末に来日が確実視されているマンデ

ラさんの歓迎準備が開始されている。あらためて

結成の経過と現状を報告し、皆さんの参加と支援

をお願いしたい。

1月 20日、大阪南YMCAで 「ANC創 立78

周年記念集会」が開かれ、グス トとして招待 した

ネルソン・マンデラ歓迎国際委員会の代表でもあ

るトレバー・ハ ドルス トン大主教およびジェリー

・マツィーラANC東 京事務所代表から、日本で

も歓迎委員会を結成するようアピールが行なわれ

た (2～ 6ページのハ ドルス トン大主教スピーチ

参照)。

このアピールに応えて 2月 9日、マンデラ関西

委員会が結成されて「声明」を発表した (7～ 8

ページ参照)。 その直後の 2月 11日 にマンデラ

さんは釈放され、関西の数力所で「マンデラ・ス

ポット」として釈放当日の取組が行なわれた。翌

12日 には、大阪市内にある日本聖公会の聖贖主

教会で、マンデラ関西委員会の代表でもある木川

田一郎首座主教の司式で釈放歓迎ネL拝が開かれた。

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。ゲス トとして南アからエ リック・モロ

ビさん、ANC東 京事務所のジェリー・マツィー

ラさん、そして日本反アパル トヘイ ト委員会の楠

原彰さん (9～ 12ページの講演内容参照)が招

かれ、集会の中では改めてマンデラさんの来日要

請が全員で確認された。

その後、3月 16日 には大阪南YMCAで 南ア

教会協議会総幹事のフランク・チカネ牧師を招い

た講演会が開かれ、また 3月 21日には約千人が

参加した「 3・ 21御堂筋デモ」が行なわれた。

さらに、「声明」の中で呼びかけている日本委員

会の結成が早急に行なわれるよう、マンデラ関西

委員会としての働きかけが続けられてきた。

現在、マンデラ関西委員会は36の団体・個人

で構成されている。その内訳は多種多様であり、

当然のことながら独自の課題や運動の方法などは

異なっている。しかしながら、とにかくマンデラ

さんを関西へ招こう、という一点では共通してい

る。私たち「こむらどアフリカ委員会」は、この

共通点を大事にしてマンデラ関西委員会に参加し

ていきたいと考えている。日本の反アパル トヘイ

ト運動にとって大きなきっかけとなるはずの取組

に積極的な参加と支援を!!   (下垣桂二 )



トレパー・ ハ ドルストン大主教のスピーチ (全文)

於 :ANC創 立78周年記念集会 1990年 1月 20日  大阪南YMCA

友人の皆さん、 77年の生涯で初めて日本を訪れゝ大阪に来ることができたことは
実に大きな喜びです。

私たちは今日ここに、お祝いのために集まりました。何を祝っているかは、この会
場のあらゆるものが示している通 り、 78年前のアフリカ民族会議の誕生です。

私はゝ好むと好まずるとにかかわらず、人生の大半をアフリカ民族会議の歴史と共
に歩んで来ました。南アフリカでは 13年の間、アフリカ民族会議に加わってたたか
うこともできました。そ して、私のような高齢であるというととの唯一の利点として、
アフリカ民族会議の創立者を、少な くとも一人、私は実際に知っていましたし、もち
ろんネルソン・ マンデラと一緒に仕事をすることもできましたし、現議長のオリバー

・ タンボとは45年来の友人なのです。ま、そういう点に年寄 りであるということの

利点があるわけです。

アフリカ民族会議は、今日アパル トヘイトといわれているものと全 く直接に闘うた
めに創立されました。このことを思い起こしておくのはとでも大切なことです。もち
ろんアパル トヘイトtま、 1948年 に現国民党政権が権力を握った時から、現在のよ
うな姿を現 したわけです。私はそのとき南アフリカに居合わせました。 しかし、その
ずつと前の 1912年 、南アフリカが大英帝国の植民地の一部であった頃、原住民土
地法という法律ができました。この法律は南アフリカの多数派住民から彼ら自身の国
土の 13%以 外のすべての土地を奪い取ったのでした。この法律は、工業地域や最良
の農地ゝ大都市や港湾などを含む87%め 土地を、自人専用と決めたのです。この自
人地域では多数派であるアフリカ人は何の権利もないのです。この法律は現在も南ア
フリカの法律として生きていることを忘れないで下さい。

実際のところ、元は南アフリカ連邦というものを造ってこの法律を是認 したのは、
私自身の祖国であるイギ リスの政府でありました。アパル トヘイトが南アフリカの大
地に根を下ろし、肌の色を根拠にその民衆をほろぼすことを可能にしたのは、イギリ
スの法律だったのです。この法律はアパル トヘイトの悪の中心をなすものです。

少数派の観点から国民を定義 し、多数派住民に対 して永久的な人種主義の法律と態
度を強制する権力を少数派に与えているような憲法や法制、経済 。社会システムをも
つているのは、南アフリカ以外、世界で他にどこにもありません。もちろんどの国に
も差別や偏見がありうるでしょう。どこでも、個人や団体による差別行為があるとい
うことを私たちはよく知つています。しかし、住民の多数派の人々が自分自身の国に



あつて、全 く権利がない、選挙権や住みたい所に住む権利など、市民としての権利が
一切ないということが、憲法にはっきり書かれているのは、世界で南アフリカだけな
のです。

したがって、南アフリカの現大統領デクラーク氏がアパル トヘイ トを改革するつも
りだと言 う時、かれは不可能なことを言っているのです。根本的な道徳上の悪を改良
するわけにはいきません。奴隷制を改良することはできません。ガンを改良すること
はできません。それらは、跡形な く取 り除き、永遠に地上から廃絶するしかないので
す。

そして、それこそがアフリカ民族会議の発足以来の一貫 した目的です。ANCは ア
パル トヘイトを終らせ、破壊 し、消滅させること、また人間の尊厳、人間の権利を損
なうようなものをなくすことを常に目的にしてきました。仏教であれキリス ト教であ
れイスラム教であれ、私たち信仰を持つ者にとっては、人間の尊厳とは生まれながら
与えられたものであり、人間性に欠かせないものであります。その人間の尊厳が肌の
色や人種を理由にないが しろにされている時、耐えられないものを感 じるのです。私
たちはそれを、キリス ト教の用語で言いますと、「神への冒渡」というべきものなの
です。

それこそ、私やオリバー・ タンポが、そしてネルソン・ マンデラが、ずっと闘いに
かかわってきた理由なのです。それはまた、今晩ここでより深 く理解 しなければなら
ないことであります。それは、アフリカ民族会議の創立記念日にあたって、私たちが
アパル トヘイトの改革にではなく、その廃絶に献身することをここに誓わなければな
らない理由でもあるのです。

私たちはここに、アフリカ民族会議の誕生日を祝うために集まつていますが、もう
一つ、まだ起きではいませんが、ごく近い将来確実に起こるであろうある出来事を祝
うためにも集まつているのです。その出来事とは、ネルソン・ マンデラの27年間の
投獄からの釈放です。彼は、アフリカ民族会議がそのために闘ってきたいるいろな価
値を一身に体現 しているわけですから、そういう意味で祝賀すべき出来事であります。
そこで、私たちがネルソン・ マンデラの釈放をどのような仕方で祝おうとしているの
か、簡単にお話 したいと思います。

ネルソン・ マンデラが世界でもっとも知 られた政治因であることは確かです。それ
ももっともなことで、彼は、最近南アフリカ政府によって釈放された彼の同僚である
ウォルター・ シスルほか 6人のリーダーとともに、いや彼らにもまして、そのシンボ
ルとなっています。しかし、彼の釈放をただ一人の個人にかかわる一つの出来事とす
るなら、それは、南アフリカの将来にとって何の意味も持たな くなって しまうでしょ
う。私はこのことを強調 したいのです。もちろん世界中の誰もが大喜びで彼の釈放を
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祝うことでしょう。 しか し、彼の釈放自身が、アパル トヘイ トが廃絶されるために起
こらなければならないことのシンボルであるのです。

この「起こらなければならないこと」は、最近の国連総会での圧倒的多数による決

議によって、余すところな くはっきりと宣言されています。それはプラックアフリカ

を代表する組織であるアフリカ統一機構によっても承認されています。南アフリカと

国境を接 し、それ故格別の責任をもっている南部アフリカの前線諸国によっても承認
されています。もちろんそれらの組織とともに、それは最初から、アフリカ民族会議
によって承認されているのです。それは、ネルソン・ マンデラの釈放が現実となるた

めの諸条件です。

第一の条件は、すべての政治囚が即時釈放されねばな らないゞということです。

第二の条件は、現在、非合法化された り、活動制限の下に置かれているすべての政

治組織や宗教 。社会組織が、ただちに合法化されねばならないということです。もち

ろんこれはなによりもアフリカ民族会議にあてはまることです。

第二にゝ報道・ 言論機関に対する一切の制限を解除し、南アフリカの新聞やテレビ

・ ラジオにおける表現の自由が実現されなければなりません。現在南アフリカのメデ

ィアはきび しい制限を受けています。いわば、プレトリアの政府が報道 してよいと判

断 したことだけが報道されているのです。そのような報道規制がただちに解除されな

ければな りません。

第四に、施行されてもう4年目になる非常事態です。これは、軍隊や警察に対し、

裁判に訴えられることな しに、人々を逮捕し拘禁し起訴する完全な自由を与えている

のです。国中に暗雲のように垂れ込めている非常事態は、明日と言わず直ちに解除さ

れなければなりません。

同時に、南アフリカの黒人居住区を占領 している軍隊が撤退されなければな りませ

ん。そうした軍隊が多数派住民に対 して行動を起こす可能性も直ちに排除されねばな

りません。

子供たちのことを忘れてはな りません。南アフリカの黒人の子供たちの教育は35
年前バンツー教育法という法律ができて以来、きび しく制限を受けてきました。黒人

の教育は、彼らにある特定の労働のためにだけ備えさせるものとされています。その

法律ができた時、私は南アフリカにいましたが、当時の教育大臣はこう言ったのです。

「原住民がその草を食べる権利のない、緑の牧場ができるのだ。」それが南アフリカ

の教育制度であり、アパル トヘイトの人種登録の下で黒人の子供たちに強制されてい

るのです。彼 らは未来であり、彼らは自分たちが未来であるということを知っている



がヽ故に、ここ5年間の闘いの、偉大なリーダーなのです。将来、歴史が書かれるべき
時が くれば、その成し遂げたことによって認められることになるのは、著者たちであ
り、学生たちであるでしょう。もちろんそれは、多 くの国でも同様であ りますが、こ

とに南アフリカではそうなのです。 13年前のソウェト蜂起の時のように、命まで犠
牲にしてきたのですから。子供たちは未来であり、現在のような教育制度は直ちに廃
止されなければなりません。

したがって、アフリカ民族会議の誕生 日とネルソン・ マンデラの釈放 とを併せて祝
う唯一の仕方とは、以上のような条件が必ず実現されるようにすることです。そして、
この要求を支持して力を発揮しなければならないのは、国際社会であり、あらゆる国
なのです。最近の国連決議はそれが国際社会の意志であるということをはっきり示し
ました。 しかし確かなことは、それはデクラーク大統領の意志ではない、 ということ
です。このことを忘れてはなりません。皆さんに申し上げたいのは、今は、デクラー

クに思いやりを与えるべき時ではないということです。南アフリカを孤立させるため
の圧力、経済圧力を緩めるべき時ではない、ということです。今はその圧力を強める
べき時なのです。そして、アパル トヘイ トを終 らせる可能性を力として持っているの

は国際社会なのです。アパル トヘイトを廃止すべきなのは、デクラークが改革に必要
な期間としている5年後でも、 10年後でも、 5日後でも、 5時間後でもな く、それ
は今 !なのです。南アフリカ国内での闘いを進めている人々と共にたたかう国際社会
こそが、その気があるなら、今日にでもアパル トヘイトを終 らせることができるので
す。

この目的の下に国際社会の歩調を合わせるために、私たちは、ネルソン 。マンデラ

歓迎準備国際委員会というものを結成 しました。ネルソン・ マンデラ歓迎準備国際委
員会は世界各国の歓迎準備国内委員会によって構成されます。この組織はすでに活動
を始めました。先週、クラインシュミッ ト氏と私は、ニューヨークで合衆国の国内委
員会の発足に立ち会ってきたばか りです。 20以上の国がすでにその結成を決めてお
り、私たちは迅速に行動 していますので、私がロンドンをたった後にも、もっと増え
ているのではないかと思います。

私たちは、この日本において、先ほど述べましたような決意をもって、つまり、ネ
ルソン・ マンデラの釈放を単なるシンボルでな く現実とするということを強 く要求 し
ていく、日本の歓迎準備委員会を結成されるよう訴えたいと思います。

長 くな りました。すばらしい通訳がいますから、話は難しくなかったと思います。
私が言いたいのは、こうです。私は77歳ですが、私は、私より先にアパル トヘイト
に死んでもらいたいのです。そして、それは可能だと思います。

訳 :神野  明 (南部アフリカ問題研究会 )

(お わり)



戸

(2月 2日 付 けで、 ネル ソン ◆マンデ ラ歓迎関西委員会の結 成 呼びか けを発 し、 9日 の

会合で決定 した声 明文。 英語版 をロン ドンの国際歓迎委員会 に送付 した。 )

1990年 1月 8日 付 の ネルソン・ マンデラ歓迎国 際委員会 の ア ピール に応 え、 ま

た 1990年 1月 20日 のANC(南 ア・ アフ リカ民族会議 )創 立 78周 年集会 (於
。大 阪南 YMCA)で の 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 )の 直接 の よびかけ、 またANC東 京事務所 の よび かけ に応 え、 私 たち、 関

西の各地 において、 あ らゆ る差別に反対 し反 アパル トヘ イ ト運動 を進めて きた団体・

個人 は、 本 日、 「 アパ ル トヘ イ トの廃上 をめざす、 ネル ソン・ マ ンデ ラ歓迎関西委員

会」 を発足 させ ま した。

この会の 目的は、 去 る 2月 2日 に発表 されたネルソン 。マ ンデ ラ氏の釈放 を、 国際

的な反 アパ ル トヘ イ ト運動 に一層の勢いを与え る機会 として歓迎 す るこ とです。

具体的には、 ネル ソン・ マ ンデ ラ氏の釈放 当日における緊 急行動の調整、釈放祝賀

パーテ ィの開催 を、 まず決定 しました。 そ して、 会の大 きな 目標 として、 今後 日本の

各地 に結成 され るで あ ろう同様の歓迎委員会 と協力 して、 ネル ソン・ マ ンデ ラ氏 とそ

の家族 を日本 に招待 したい と考 えて います。 ネルソン・ マンデ ラ氏の来 日が実 現すれ

ば、 日本の反 アパル トヘ イ ト運動が さらに強化 され ることは確実 です。

ネル ソン 0マ ンデ ラ氏 と全 政治囚の釈放、 非常事態宣言の解除、 ANCの 合法化な

どを求め る、 南 ア フ リカ民衆 のたたかいと国際的な経済制裁 の圧力 こそが、 デ クラー

ク政権 に一定の譲歩 を与儀な くさせ たもつとも大 きな要因で した。 したが つて、 ネル

ソン・ マンデ ラ氏 の釈放 を歓迎す る真の方法 とは、 彼 の釈放 を機 にアパル トヘ イ トの

廃止 を求め る圧力 をさ らに強 めてい くことです。 それは、 サ ッチ ャー氏やブッシユ氏

がすばや く打ち出 して い るような、 「経済制裁 の緩和 」では決 して あ りません。 アパ

ル トヘ イ トの根幹 的法律が厳然 と存在 して います。 多数 の政治 囚が未 だ獄中に あ り、

死刑判決 も破棄 されて いません。 国内治安法の ような法律が ある限 り、 言論・ 出版・

報道・ 集会 。結社 の 自由が保 証 され たとは言 えません。 何 よ りも、 多数派 の黒人に選

挙権 が与 え られて いな いのです。

南 アフ リカ問題 の平和的解決のための真 の交渉が行 われ る環境 として、 私たちは、

昨年 の OAU(ア フ リカ統一機構 )ハ ラ レ宣言 で明 らかにされて いる条件 を全面的に

支持 します。 今回 のデ クラー ク大統領の発表は こうした条件 の ご く一部 が実現 された

に過 ぎませ ん。 そ れで も私 たちはこの変化 を歓迎 し、 デ クラー ク政権が、 さ らに国際

社会 の要求 に応 え ることを期待 します。

私 たちは、 1989年 12月 9日 のジ ヨハネスバーグにお け る「民主 的将来 のため

の全 国会議 」の決 議 を全面 的 に支持 します。 そ して、 南 アフ リカ民衆 が人種平 等の民

主的南アフ リカの新憲法制度 を自ら制定す るこ とので きるように、 まず、 一人一票制

の選挙 によ る憲法 制定議会 が開催 されなければな りません。

したが って私 たちは、 次の ような要求を、 南 ア政府 に対 し強 く求めて いきます。

1。 すべての政治 囚の釈放 .

2.非 常事 態宣言 の全面解除

3。 政治囚 に対す る死刑 と政治裁判 の停止

(ジ ュネープ条 約 に基づ く戦争捕虜規定 の適用 )

4.治 安法 の廃止

5。 一人一票制 に基づ く憲法制定国民議会選挙 の実施

明
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また、私たちは、 日本政府がこの要求を支持 し、その実現のために効果的な措置を

とるよう要求します。

昨年結成された反アパル トヘイ ト議員連盟には、 日本の議会が、 国民のアパル トヘ

イ ト反対の意見をより忠実に反映 して、積極的な役割を果たすよう、努力され ること
を要請 します。

そ して、 日本企業が、 対南アフリカ貿易を中止することを求め、南ア産砂糖 ◆プラ
チす 。金・ ダイヤを中心にした消費者ボ イコッ トを強めていきます。

以上のような目的をもって、 ネルソン ◆マンデラ氏の釈放を歓迎するすべての日本
の皆さん、 またさまざまな差 Ellと 闘 っておられる皆さんが、 各地でネル ソン・ マンデ
ラ歓迎委員会を結成 し、 合流 して、 ネルソン ◆マンデ ラ歓迎 日本国内委員会を早急に

発足させることを呼びかけます。

最後にな りましたが、世界各国でハ ドルス トン大主教のよびかけに応 え、同 じ目的
のために、 ネルソン 。マンデ ラ歓迎委員会をすでに発足させた仲間の皆さんに、 日本
の関西の地から、連帯のご挨拶を申 し上げ ます。

国際委員会から招請を頂いた 2月 10日 のロン ドンでの会議には出席できないのこま
残念ですが、 これか らの重要な時期に密接な連絡をとりつつ、活動を進めて行 きまし
ょう。

そ して、南アフリカの国内委員会のシリル 0ラ マポサ議長をはじめ、南アフ リカの
各地で反アパル トヘイ トのたたかいの渦中におられるすべての皆さんに敬意を表 しま
す。皆さんがたの、人種平等の民主的南アフリカのためのたたかいに、 こうして日本
の地から、 ささやかな連帯の行動をおこす機会を与えて頂いたことを感謝 します。

AMANDLA!(権 力は人民のもの )

A LUTA CONTINUA!(た たかいは続 く)

VICTORY IS CERTAIN!(勝 利は確実だ)

1990年 2月 9日
アパル トヘイ トの廃上をめざす

ネルソン・ マンデラ歓迎関西委員会

代表 。木川田 一郎 (日 本聖公会首座主教 )

[構成団体・ 個人](1990年 2月 15日 現在 50音 1猥
e敬称略 )

A・ イドランド (近畿福音ルーテル六甲教会)/NCC関 西青年協議会 /大阪カ トリッ
ク者"反 アパル トヘイ トの集い"/大 阪教育大学反アパル トヘイ トの会「アマン ドラ/
大阪総評センター/大 阪大学反アパル トヘ イ トの会/大阪YMCA/韓 国基督教会館 (

KCC)/神 戸学生青年センター/黒人差別をな くす会/国 際青年年記念大阪連絡会議
/護憲連合大阪地方本部/世界人権宣言大阪連絡会議 /こ む らどアフリカ委員会/ご め
んだアバル トヘイ ト神戸の会 /と うもるこしの声/相 馬信夫 (日 本カ トリック正義 と平
和協議会担当司教)/中 島義和 (大 阪キリ哄 卜教連合会会長)/サ ミビア独立キャンベ
ーン/ナ ミビア独立支援京都の会/南部アフリカ問題研究会 /日 本基督教団大阪教区社
会委員会/日本自由メソジス ト教団/日 本聖公会大阪教区/日 本バプテス ト連盟関西地
方教会連合社会部/日 本反アバル トヘイ ト女性委員会 /働 く青年の全国交歓会合唱団/
反アパル トヘイ ト音楽運動/反 アパル トヘ イ ト関西連絡会/阪南中央病院労働継合/部
落解放同盟中央本部/平和と生活を結ぶ会/安 田久雄 (カ トリック大阪教区大司教)/
リバティおおさか

★参加団体・ 個人を募集中です。以下までご連絡を 1

連絡先 :富 田林市久野喜台2-15-12 聖ルシア教会
原田光雄牧師 0721-28-4934



ネルソン・ロリササ・マンデラとは誰なのか

こんばんは、楠原です。たいへん晴れがましい

席にしゃべる機会を与えられて嬉 しく思います。

長いあいだ反アパル トヘイ ト運動に関わってい

て、何か喜びのイ予事に参加したというのは、今日

が初めてであります。いつも誰かが殺され、いつ

も誰かが投獄され、いつも日本が批判され、いつ

もたくさんの人たちが抑圧され、そのたびに集会

をやってきましたが、今日のようにマンデラさん

が釈放されたという嬉 しい席が長い反アパル トヘ

イト運動のなかで初めてというのは、何とも言い

ようがない感じです。

すばらしいゲス ト・スピーカーがおられますの

で、私はネルソン・ロリササ・マンデラとは何者

なのか、マンデラとは誰なのか、という話をしま

す。

東京では今、まだアパル トヘイ トは終っていな

いということで、南アフリカ総領事館前で連日の

抗議行動をしています。僕も水曜日に参加し、今

日もたくさんの人が立ち続けていました。

いまマンデラの釈放と引きかえに、アパル トヘ

イトは終ったというイメージを世界中に流して、

そして経済制裁を止めさせようという動きが、サ

ッチャーをはじめとして日本の財界あたりから流

されています。しかし、自人と黒人が一緒に住む

ことを禁じた集団地域法が、まだあります。黒人

の子供達を自人の奴隷にするためにつくられたバ

ンツー教育法も、まだあります。人口登録法もあ

りますし、黒人たちからすばらしい大地を取 り上

げた原住民土地法も何ひとつ変わっていません。

アパル トヘイ トは、まだちっとも変わっていない

のです。

楠 属試  章多

いま私たちが一番しなければならないのは、二

つのことだと思います。一つは、経済制裁を強め

て早くアパル トヘイ トをなくさせる、アフリカ人

が言うようにアパル トヘイ トに改革はありません。

完全に撤廃する以外にないのです。もう一つは、

いま力を必要とする南アの人々に様々な支援をす

ること、この二つが私たちに課せ られた課題だろ

うと思います。

日本における反アパル トヘイ ト運動は、1964年

初め、「ネルソン・マンデラ、ウォルター・シス

ルなどの政治ら巳を救え !」 「日本の政府・独占の

人種差別政権への荷担を糾弾する !」 といったス

ローガンを掲げて、1974年に亡 くなった野間寛二

郎らによって開始されました。 リボニア裁判の判

決が出た年に日本の反アパル トヘイ ト運動が始ま

り、そして、ついにマンデラは帰ってきました。

僕もまだ非常に若かったんですが、マンデラを

救え 1と いうビラを東京で撒き、神戸でも撒きま

した。そのときネ申戸税関の人たちが、南アの荷物

の陸揚げを拒否してくれました。そういう時代が

あったのを、今でも覚えています。

1瞳1醗毒響難暮纂聾墓
急いで、ネルソン・マンデラとは誰なのかとい

う話に移 ります。私は、1964年 6月 の、いわゆる

リボニア裁判のときのプレトリア高等裁判所法廷

でのマンデラの陳述、「私は死ぬことを覚悟して

いる」というこの陳述の中に、すべてマンデラの

思想があると思っています。そしてそれは、これ

から南アを導いていく大きなガイ ドラインになっ

ていくだろう、そんなことを感じたものですから、

レジメにしたがって彼の法廷陳述を紹介させてい

ただきます。

一鞭
一一一一て

・

■
９
一

一義蕪
一一一義
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一イ
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一へ
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一
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一
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まず彼は、こう言いました。

『南アフリカの闘争は、外国人や共産幸義者の

影響下にあるという政府の陳述は誤っている。』

私が読み上げると簡単ですが、南アの闘いは外

の共産キ義勢力によって焚きつけられたものだと

南ア政府そして世界中の資本家たちは言い続けて

きました。マンデラは、そうじゃない、長い長い

アフリカ人の闘いの伝統のなかに生まれた闘いな

のだということを、まず法廷で述べました。

そして 2番目は、暴力の問題です。これは、い

つも日本でもヨーロッパでも、ANCの 暴力はど

うなんだ、という形で問題にされますが、すでに

マンデラは64年の段階で、こう述べています。

『我々は暴力を好まない。しかし1961年、我々

のあらゆる合法的な意志表示の手段が暴力によっ

て押さえ付けられ、暴力によって我々の自由を守

る以外にないことを知らされた。それまで我々は

「非暴力・不服従」闘争の伝統を守ってきた。』

ガンジーなどの影響を受けて、長い長い非暴力

・不服従闘争の伝統を、彼らは守ってきました。

しかし、ついに61年、抑圧の暴力は抵抗の暴力

を生んだのだと宣言して、ウムコント・ウェ、シ

ズウェ (民族の槍)を糸吉成し、闘いを起こしまし

た。その場合でもマンデラは、まだ闘いが始まっ

たばかりなのに、私たちの暴力は正しくコントロ

ールされた暴力だ、私たちの暴力は破壊活動に限

定されるべきだ、決して民衆に危害を加えてはな

らない、政府の主要な施設だけを攻撃する暴力だ、

このことを何度も繰 り返して述べています。

3番 目、ANCの 思想綱領にふれて、彼はこう

述べています。

『 1955年、我々はすべての人種と協力して「自

由の憲章」を採択した。その根幹には南アフリカ

・ナショナリズムがあるが、それは決して社会主

義の青写真ではない。』

そして、いま問題になっている国有化について

彼はすでに述べています。

『 土地の国有化ではなく、再分配をもとめてい

る。』『私企業に立脚 した経済のなかで、国有化

が行なわれるのである。』

共産党とANCは 同じではないかということに

関して、彼は次のように述べています。

『共産党は階級間の違いを強調しようとつとめ

るが、ANCは調和させようとつとめる。』『抑

圧と闘っている人びとのあいだの理論的ちがいな

どというものは、いまの我々には受け入れられな

い贅沢品である。』

右であれ左であれ、我々の闘いを支持する人間

とは手を組むんだということを、はっきりと述べ

ています。彼の思想の一端が、ここにうかがえま

す。

4番目は、これも大変おもしろい彼の思想です

が、おまえはマルクス主義者だろうと政府やヨー

ロッパのジャーナ リス トによって何度も言われる

ものですから、このように述べています。

『私は一人のアフリカ人愛国者である。』『階

級のない社会という思想にひかれているが、それ

は一方ではマルクス主義の本を読んだことから、

他方ではこの国の初期のアフリカ人社会の構造と

機構への尊敬から生じている。』

つまり、マンデラはアフリカの大きが民族の族

長の家系に属する人ですけれども、そのアフリカ

の生みだした共同体のなかの階級のない平等な社

会、そこに自分がひかれていく社会のモデルがあ

ると語っています。また、アフリカの共同体の平

等思想とともに、欧米の議会制民主主義の思想も

高く評価すると述べています。

ですから、彼は1960年 当時に、すでに二つの原

理を言いました。一つはヨーロッパの議会制民主

主義の思想、二つ目はアフリカの共同体の思想、

もう一つは社会主義の思想、この三つを私は階級

のない社会をつくるときに考えている、彼の法廷

陳述です。

5番目は、南アの闘いの根源にある貧困と人間

的尊厳の欠如の問題です。

『 アフリカ人の経験 している人間的尊厳の欠如

は、自人優越政策の直接の結果である。』『彼ら

はアフリカ人が感情をもつこと一―白人と同じよ

うに恋愛し、自人が欲するように、妻や子供 とと

もに暮らしたいと願い、家族を無理なく養い、食

物や衣服を与え、学校へ通わせるのに十分な金を

得たがっていることを知らない。』

人間的尊厳などという言葉を日本語で言っても

何となく意味が1云わらないような感 じがして、そ

れほど私たちは尊厳という言葉を大事にしていな

いと僕は思っていますが、これがいかに南アの自
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人にはわからないのか、ついこの間の東京での国

際会議に参加しておられた女性の話をします。

南アからオース トラリアヘ亡命 した、61歳の

自人のリベラルな女性がいました。シーラさんと

いう人でした。彼女は、アパル トヘイ トに対 して

闘つてきた女性でした。息子もアパル トヘイ トに

反対するようになって逮捕され、 6年か 7年も投

獄された、そういう経験をもつ女性でした。その

人が、こう言われました。「いかに、南アの自人

は黒人がみえないか、私の例を紹介しましょう。

いかに、黒人もまた尊厳をもった存在であるかと

いうことが我々白人にはわからないか、私の例を

紹介しましょう。」彼女の話は次のようなもので

した。「私は長いあいだ大学に勤めていた。大学

の間の前に守衛がいた。車が着 くと、その守衛は

必ずバーを上げてくれる。それは、もちろん黒人

であつた。その人が人間である、その人がそこに

いるなどということを、私は何十年も思ったこと

がなかった。私の最愛の息子がアパル トヘイ トに

反対して逮捕され、判決を言い渡された。息子を

刑務所へ見送っていった翌日、私は大学へ出た。

その日は、すぐにバーが上がらなかった。しばら

くしたら黒人の守衛がやってきて、車の ドアをた

たいた。何だろうと思ったら、彼はこう言った。

『 シーラさん、だいじょうぶですよ。あなたの息

子さん、私たち皆みていますから。』そのとき私

は、初めて南アの黒人が人間だということがわか

つた。そのとき初めて、この人が尊厳をもった人

間だということがわかった。この私ですら、そう

なんです。」そう言って、シーラさんは涙ぐんで

おられました。この南アで、いかに長く白人たち

が毎日のように黒人と出会っていながら、それが

見えないのか、ぜひ朝日新聞社から発行されてい

る『おまえの影を消せ』という本も読んでみてい

ただきたいと思います。

最後に、これは釈放されたマンデラがケープタ

ウンでの最初の演説の締めくくりに使った言葉、

1964年の法廷陳述の締めくくりと同じ言葉です。

『私はこれまでの生涯を、アフリカ人民衆の戦い

にささげてきた。私は自人支配と戦ってきたし、

黒人支配とも戦ってきた。すべての人びとが調和

のなかに、平等の機会をもって生きる民主的な自

由な社会が、私の理想である。その理想のために

私は生き、それを実現させたいと願っている。だ

が、もし必要であれば、その理想のために、私は

死ぬことも覚悟している。』

時間がなくなってきましたが、日本と南アの関

係の問題について 2′点だけ申し上げます。

一つは、我々はマネー・ゲームであったり虚飾

のために、南アからたくさんのものを買いすぎて

いる。ほとんど金とプラチナなんです。金とプラ

チナがなくても、僕たちは生きていけるんです。

我々は、南アとこういう関係でつながってしまっ

ている。

第二番目の問題は、日本は第二国経由といいま

すか、直接に南アからものを買うのではなくて、

スイスや西 ドイツやフランスを通 して買うように

なりました。だから、南アとの貿易統計がどんど

ん下がつていくのです。最近では、台湾の企業を

使って進出するようになりました。また別の問題

としては、日本の企業は現地法人システムをとっ

ていることです。南アの トヨタもニッサンもマツ

ダもホンダも、あれは南ア国籍の会社なのです。

だから、国際的な経済制裁をぜんぜん感 じないわ

けです。このようなズルイ方法を、私たちは告発

し、批判しなければならないと思います。

韓1轟難中か|ら:ソ:|ス|ン菫:寿義手紙
最後に、ネルソン 。マンデラより10年少ない

約 19年間、韓国の獄中に投獄されている関西出

身のソ・スンさんの手紙を紹介させてください。

彼は、もうすぐ釈放されるかもしれない。韓国の

獄中の中から、マンデラの釈放を聞いて、ソ・ス

ンさんはこんなふうに書しヽています。

マンデラ、偉大な黒人、彼はわれわれとあらゆ

る面であまりにもかけ離れていた。南半球 と北半

球、昼と夜、夏と冬を異にし、東洋の深いところ

にいるわれわれとはほとんど対蹟的とも言える遠

くはなれたところ、皮膚の色ばか りでなく生活文

化と歴史伝統においてもあまりにも差異がある。

しかし人種差別反対運動の偉大な指導者 として広

一・一一つ
一よ

一

一し発生
轟

一を装露一〇ア轟
・
≧

本一轟
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く知られている以上に、われわれはいつも彼に尊

敬と親近感を感じながら暮らしてきた。彼 とわれ

われのほとんど共通性のないほどの差異にもかか

わらず、あまたの昼と夜を獄窓に過ごしてきた共

感……同病相憐と言おうか、いや、そんな脆弱な

心情ではない。彼の意志と信念、道徳性、きわめ

て狭いところに囚われていながらも、社会 と断絶

されればされるほど、社会に対 して大きな力を発

揮する不可思議さについては、すでにあまりによ

く知られている。われわれにとって彼がいっそう

親しく頼もしい理由のひとつは、東洋の奥底で深

く深く囚われているわれわれに、囚われの者の力

を教えてくれ、われわれに長期拘禁の非人間性に

対する基準を与えてくれたことだ。「マンデラよ

りずっと獄中先輩たちがここにいるのだ」と。

ともあれ、彼は南アの民衆ばか りでなく世界の

全ての囚われた者たちの精神的な指導者だったの

だ。そればかりでなく、彼は釈放に臨んでANC

の合法化、政治らE400名 の全員釈放、87年か

ら施行されてきた戒厳令の撤廃などを条件 として

かかげているという。過去には囚われの者が支配

者に恭順を約束して釈放された例が大部分であ り、

自身の主観と良心ひとつだけを守って出所 したと

してもたいしたものだと評価することができるの

だが、彼は自身の釈放条件で支配者倶1に譲歩を迫

りそれを貫徹したのだ。ここでは強者と弱者の立

場が完全に逆転している。これはもちろんマンデ

ラ個人の力というよリアパル トヘイ トのあまりに

赤裸々な非人道性と反歴史性、それに起因する内

外人民のすさまじい抵抗の結果だと言えよう。し

かし、同時に歴史的期待を担って頑強に闘つたマ

ンデラの強靭さと偉大さは疑う余地がない。マン

デラ氏おめでとう。

これで終 ります。アマンジャ !

*2月 23日 に大阪市天王寺区の大阪南YMCAで 開かれた『 ネルソン・マンデラ釈放祝賀のつどい』

での講演を、編集部の責任でまとめました。文中のソ・スンさんは、2月 28日 に釈放されました。

笏

ダンスを踊るエリック・モロビさん (中央)と楠原彰さん (右 )

【撮影 :紀野鉄男】

参加者と一緒にトイ トイ



13

絵 は人 に見 られ る こ とに よって

は じめて存在 す る

大阪展の開催が迫ってくるにしたがって、得も

言われぬ不安感が波のように、高く低く襲ってき

た。3月 12日 に下検分した愛想の無いだだっ広

い会場が頭に浮かんでくる。あの白い壁のうえに

私の絵を並べるだけで、たくさんの大阪の人々を

呼び寄せることができるだろうか ? 絵を選んだ

り、気に入らない作品を手直ししたり、最後の作

品の刷りのテストを繰り返したりしていても、そ

の不安は去らなかった。

不安を感じていたのは、絵の制作者である私ば

かりではない。会場を貸してくれた、大阪府立現

代美術センターにしても、今考えてみれば、大き

な不安を抱きながら会場を提供 してくれたに違い

ない。団体展を相手にせず、個展だけで自分の作

品を世に問うてきた私には、この十年来作 り続け

てきたアンチ・アパル トヘイ トのポスター・カレ

ンダーこそあれ、立派な画集も、名の通った所属

団体の肩書きも何も無いのだから。

仕事そのものよりも、所属している団体や、会

社やチーム、グループなどで評価される日本の社

会では、「あなたは誰 ?」 ということは、どこに

所属していて、上から何番目?と いう質問と同じ

だ。自分の仕事を、日本の中のどこにも所属させ

られず、誰であるともうまく答えられない私を受

け入れようとする現代美術センターは、 リバティ

おおさかの大田垣部長の推薦だけが頼 りだったに

違いない。不安は当然だった。そして私の不安も

また。作品を制作するエネルギーの源となった、

アフリカヘの私の熱い想いは、大阪でどのくらい

理解してもらえるだろうか? すべてフタをあけ

てみなければ判らないことだった。

そんな気持で3月 31日の夕方、制限時間をや

やオーバーして作品陳列を終わらせたとき、私は

ふと「今日が自分の誕生日だ」ということを思い

出した。誕生日として、こんないい日は又 とない。

私は気持よくキビキビと展覧会のために動き回っ

ている人々に囲まれていた。「アフリカの上に生

降 矢 子

きる人間讃歌の絵をみる会」という長たらしい名

の会の人々、リバティおおさかの職員、動物画家

金尾恵子さんとその友達ら、こむらどアフリカ委

員会を十年以 卜幸宰している下垣桂二さんやその

知 り合いたちと、汗をぬぐってから絵の前で記念

撮影をした。シャッターが切られる時、「誕生日

にふさわしく……」と秘に自分に声をかけながら

私はニッコリした。あとは月曜日のオープニング

を待つばかりだった。それにしても、日曜日に開

場ができないのは、何といっても残念だ。今まで

の個展経験から言えば、日曜の来場者がどこでも

一番多かった。会場が府立という公の建物だから

なのだろうか? それとも会場の場所が、大阪市

のビジネス街の真只中にあるから、休日の来場者

は少ないはずとの判断からなのだろうか ? いず

れにせよ、休日のオープニングの華やかな服装の

人々で溢れた、会場のリラックスしたムー ドを大

阪の人達に味わせたかったのだけど。

初日から、私の胸の裡の不安は、少しずつ取 り

除かれていった。開場二日目、大阪府の文化情報

センター次長であり、現代美術センターの担当官

である野口さんが会場にいる私の所ヘツカツカと

やって来て「いい展覧会が開催できてよかった。

これからいつも、ここを使ってください。」と、

いきなりおっしゃる。それは、花の万博帰 りのナ

イジェリア大使夫妻が立ち寄 られたり、タンザニ

ア大使館のイサカ参事官が見に来たり、プラジル

のサッカー選手が、感動に包まれて長いこと会場

に居たというような、そんな理由ばかりではある

まい。会場の中にたちこめる、いい展覧会のみが

有している熱気が、美術センター側のスタッフの

不安を吹き飛ばしたのだと思う。それは、私も同

じだ。いい展覧会というのは、程度の高い作品が

壁の上に並んでいるということではない。作品と

見る人々との間に、コレスポンデンスがあるとい

うことだ。そして、そんな通い合 う関係を会場に

もたらす情況は、見る人々の強い視線や、展覧会

洋
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を開こうとする人々の強い意志に、絵がしっかり

と抱きとめられてこそ、はじめて成 り立つことだ。

それには、絵描きなどのアーティス トが、作品は

自分の手からのみ生まれるのではなく、共同生産

であることを自覚する必要があると思 う。

今回、大阪でいい展覧会を開くことができて、

ほんとうによかったと思う。展覧会をすることに

よつて、初めてお会いした方がたくさん居たけど、

まるで十年来の知己のごとく、音からの友人であ

る金尾さんや下垣さんと接しているのと変わらな

い、ざっくばらんな親 しみやすい態度で私と接し

てくれ、力を発揮してくれたお陰である。

展覧会が終わっても、そういう人達とこれから

も、いい仕事をしようとする「′心」を持った仲間

として、付き合つていけそうな気がする。

アフリカを旅 しているうちに私は、「人との出

会い」が人生において、どんなにすばらしいもの

であるかを教えられた。日本に帰ってきてからも、

その旅は続いている。  (ふ りやようこ)

4月 2～ 7日 の 6日 間、大阪市北区の大阪

府立現代美術センターを会場にして「アフリ

カの人びと 反アパル トヘイ ト 降矢洋子木

版画展 in oSAKA」 が開かれた。主催は、ア

フリカの上に生きる人間讃歌の絵をみる会と

大阪人権歴史資料館 (リ バティおおさか)。

この展覧会を成功させようとする主催者そ

れぞれの努力によって、朝日・読売・毎日の

各紙や労働組合の機関紙等で紹介され、また

ポスターは駅の掲示板にまで張 り出された。

運営はすべてボランティアで4予なわれ、入場

者数は 1068人 に達して、内容および規模

の両面で大成功をおさめることができた。

この展覧会のために降矢さんの絵葉書セッ

ト (5枚 )が作成され、現在も「こむらどア

フリカ委員会」で販売している。御希望の方

は連絡を。 (1セ ット 500円 、送料72円 )

麟晰辣鑢隋癬

降矢洋子絵葉書セット
1セット(5枚)500円 送料72円
カラー印刷・通常サイズ
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グ ル エ ス サ ラ ー ム 通 信

《第 ■ 9回 》 根 本 利 通

社  会  キ  義  0ま ま  オご  n」  育毬 か

」ambo!お 元気ですか。

ダルエスサラームの大雨季はようやくあがり、

涼しく快適な時期に入りました。あえて言えば日

本の秋で、果物がおいしい季節になります。今年

の大雨季は例年になく降雨量が多かったようで、

各地にいろいろと爪あとを残したようですら「デ

イリー・ニュース」にも、床上浸水 した家屋の間

をノl船で行き交う人々や、鉄道の線路が完全に水

面下にある写真が掲載されたりしました。地方で

は橋が流されて長期間孤立したり、タンザニア随

一の大河であるルフィジ川沿いの村では、夜中に

急激に増水 して家屋そのものが流され、何人も行

方不明になったそうです。

最 大 の 降 雨 量 を 体 験

私はダルエスに住んでいるからそう不便は感 じ

ない、と言いたいところですが、私が迎えて 5回

目の大雨季で、最大の降雨量というのは実感させ

られました。最寄りのパス停から我が家までの道

路が濁流になって “渡れず"、 大きく迂回しない

とたどり着けないということも何回かありました。

また市中から郊外にぬけるバガモヨ・ ロー ドは傷

んだまま、長いこと放置されていたのですが、や

つとこの雨季の前、イタリア人の会社の手で応急

修理され、私が戻ってきた4月 中旬には、快適な

スピニ ドでとばせるようになつていたのです。と

ころが、この一カ月余の雨季で、もう既にあちこ

ちがえぐられ、また徐行 しないと走れない、した

がってほとんどバスの通わぬ道に逆戻 りしてしま

いました。雨季の凄さを語るべきなのか、応急舗

装の薄さを責めるべきなのか……。

新 年 度 (89/90)予算 案 の 発 表

雨季が明けるとともに、また新年度予算の時期

が巡ってきました。私のかつての「通信」を読み

返してみても、この頃はそのことばか りを書いて

いるようですが、タンザニア経済の動向の年次報

告とご容赦ください。

6月 22日 、新年度 (89/90年 度)予算案

が発表されました。現在、国会で審議中ですが、

大きな変化は次の事柄です。

注目の平価の切 り下げは宣言をともないました

が (通常、宣言をせずに通貨調整と称して、じり

じりと切り下げをしていく、私たちの言う “沈黙

の切 り下げ"と 、宣言をともなう大幅の切 り下げ

の二通りが今まであったのです)、 すでに l US$

に対して 137ま で切 り下がつていたタンザニア

・シリングを 145に したという、率にすればわ

ずか5%のノ
1ヽ幅なものにとどまりました。この後

またじりじりと “沈黙の切 り下げ"が行なわれる

かどうかははっきりしていませんが、衆目の見る

ところl US$に 対して 160(一 説には 180)
を目標にして切り下がっていくものと思われます。

何せ公表されている闇のレー トが250に 達して

いるのですから。これで私の来た84年 6月 の 1

“

$に対して 12のレー トからすると、 6年目で

平価はUS$に対して1200%以上も切 り下がつたこ

とになります。

また労働者の最低賃金は、月 1644シ リング

から2075シ リング (さ らにダルエスサラーム

では住居、通勤手当がついて2720シ リングに

なる)へ約 26%引 き上げられました。これは、

84年当時の最低賃金の月600シ リングと比べ
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ても346%の アップになりますが、この間のイ

ンフレが公式発表でも年間約 30%強 で続いてお

り (今年度のそれは発表によれば 31.2%)、

低所得者層の生活は決して豊かにはなっていませ

ん。それ以外にも授業料、会社登録、運輸・林業

・漁業・鉱山・商業などの各種ライセンス、借地

料、空港税、道路税、その他の値上げ、もちろん

ビール、ソフトドリンク、煙草類もアップです。

(ビールは、ついに 1984年 の 32シ リングか

ら170シ リングになってしまった !)さ らに額

は未定なもののガソリン代の値上げも予定され、

これは当然バス代の値上げだけではなく、諸物価

にはね返ってくるはずです。

統 言十局 発 表 の 数 字

この 6月 に統計局から発表された数字を、少 し

あげてみましょう。

1977年 に 100シ リングで購入できたもの

が、今年は 1586.60シ リングかかるといい

ます。これは、 10の主要品目ごとに調査 した平

均です。 10項目とは次のとおりで、数字は今年

の価格です。

食料品

飲料・煙草

家賃

燃料 。電気・水道

衣料品

家具

葬

医療・衛生

女蝶

交通

ただし、この数字は新聞報道に従っていますが

燃料・電気・水道は明かに誤植で、私の推計では

約2000と いう数字になると思います。

また公務員の給料を検討してみると、1980年 に

最低賃金クラス (MS2)の 役人の月給は480
シリングだったのが、 1989年 には2720シ
リングにまで上昇しているが、それはこの間のシ

リングの切 り下げ ($1=Tshs 8.2294か ら

145へ )を考慮すると、$58.33か ら 18.

76への大幅低下になります。 (対日本円換算だ

ったら、どのくらいになるのだろう?)中堅クラ

ス (MS7)の 役人は$314.73か ら46.
89へ、最高級官僚 (MS14)で $583.2
7か ら89.17と いう凄じい惨めな数字になり

ます。この結果、タンザニア人の労働者は自分の

生産した品物 100シ リングの内、 1980年 に

は23シ リングを受け取っていたのに、 1989
年には何と9シ リングのみということになってし

まったのです。

牛 ,舌悪 化 の 原 因 ιま 何 ?
タンザニアの民衆の生活が悪化 した (それでも

元来が豊かな国だから “食えている"のですが )

原因はいろいろと考えられるでしょうが、その一

つは「社会主義」でしょうか。つまり、ウジャマ

ーというアフリカ社会主義の旗を高く掲げたわけ

ですが、その国有化、公社化による非能率化、官

僚の腐敗・汚職・民衆からの乖離 という結果でし

ょうか。その反省から、 1984年 から「新経済

政策」の名のもとに、次第に市場原理の導入から

「資本主義化」を目指しているわけですが、その

結果、経済は活性化 し人々に “やる気"が出てき

ているように見えることは事実です。ただ、そこ

で利益を得ているのはごく一部の人たちで、一般

のうまい汁を吸えない民衆は、見たように高いイ

ンフレ、実質賃金の大幅目減 りのなかに喘ぎ(階

級格差の拡大が急激に進んでいくようです。

大体、非能率、官僚の腐敗といったことは、別

に社会主義の特性ではなく、ケニア、ザイール、

ナイジェリアといったアフリカの資本主義「大」

国と比べれば、腐敗に関してはまだまだましのは

ずで、これはアフリカ、否、第二世界の問題なの

でしょう。あるいは、一党独裁 と民主主義の問題

なのかもしれません。

「社 会 主 義 」 と は 何 え
=σ

Dか
新聞報道

.(「
朝日」国際版 )を読んでいると、

日本は一体どうなっているのか、と思ってしまい

ます。国民というのが全くなめられきっていると

いうべきなのか、それを選んだ国民がいるわけで

すから、当然の “報い"なので、政治家に「けじ

め」を求める国民もおかしなもので、「けじめ」

1737. 10

1884.00

277.OO

182.90

1434.30

2228.60

1820.60

1646.20

1300.00

1351.20

(19ベージヘつづく)
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The boycott has been an im―

mense success.Before the ac―
tion, 18 sugar reFining cOm―
panles in」apan were lmpor‐

盤譴l::‰尭親lilF浸踵話
have opted to buy sugar else‐
where.The first Firrn to an‐

nounce the change,the 恥 ‐

shin・Sugar Manufacturing
Co.,said it was doing sO out of

considetation for human
五ghts.

Last week,Yokcta was
busy preparing fOr a dё 轟On_

普:認 轟 躙 i晋,¶
event, sponsOred by a broad
coalition Of citi7ens' groups

including osaka's antiapar‐
theid committee, has beё n
called to celebrate Mandela's
release and Namibian inde―
pendence/as wen as to reaf‐
firm the movement's cOm‐
mitment to ab01おhing sOuth・
Africa's legallzed discrimina‐
tion completely.
Midosuji was selected as

the locale because the street
is home to many 」apanese
corporations that are reaping
huge profits from trade with
South Africa.

Yokota is critical of Japan's
failure to place more strin‐
gent sanctions against South
Africa and dismayed by」 apa―

nese acceptance of being
iabeled“ honorav whiteゞ 'by
the South African govern‐
ment.``To shy you're an`hon‐
orary w踵te'rneans to be any
other color is actually a disho―

norable tung.''
」apanese,Yokota contends,

are people of coIOr them‐
selves. She feels especially
able, as a 」apanese‐ Arner―
ican, to convey the need for
Japanese solidarity in the
struggie against racism.
``When l lived in Kentucky,

they didn't just call me`」 ap'
and `chink'; they called me
`nigger'as welli"she said.
As Yokota 100ks to the fu‐

ture, she is optimistic
Though she is unsure what to
make of South African Presi‐
dent F.VV.de Klerk's motives
for his unprecedented actions,
she beⅡ eves democracy will
emerge in due course and a
free South Africa will result
from negOtiations.She voiced
hor belief that de Klerk and
the white minority want ``tO
avoid bloody revolution.''
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mi■電VICA to celebrate Man‐
dela's release. Yokota tobk
part in singing a sOng by the
South AfFiCan SInger,M■ ■am
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“Nelson Mandela is cut of
prison,'' said Yokota, =`but
he's not a free man."
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A LUTA CONTINUA(JAAC Kmsd Endish Lmttage Group)

The JAAC Kansai English Language Grollp, ``A Luta Continua,''
advertised in Kansai Time Out, now has a mellbership of about 30 and
meets monthly, generally on the fourth Sunday at 4:00 at Gerry Yokota's
office on the Toyonaka Campus of Osaka University。

We began meeting informally in December of 1989, but suddenly found
ourselves very active with Mandela's rolease on Feb。  11.  In Our meeting
on Feb. 18, we decided to participate actively in the celebration of
Marldela's release to be lleld at the Osaka Minami YMCA on Feb. 23.  We
made a gift to present to Mandela's representative:  a traditional
Japanese kite with the 」apanese characters for freedoln,  自由 , in
calligraphy.  And ‖e sang an original version of the Miriam Makeba song,
`(A Luta Continua.

(`A Luta Continua" is a Portuguese phrase; it means  ((The struggle

continues."  Originally the slogan ёf the people of Mozambique in their
struggle for liberation, its use has spread throughout the southern
Africa frontline states.  Makeba's song is a tribute not only to thc
people of Mozambique, but to the people of all those other countries who

are still struggling.  Our version was composed especially to honor
Mandela and other leaders of the ANC.  We felt it particularly
appropriate as a way of expressing our understanding that the release of
Mandela does not mean we can relax our vigil; on the contrary, we must
renew our commitment to continue supporting the South African people
until apartheid is totally abollshed.

The Feb. 23 celebration was attendod by about 300 peOple.  In our
next meeting on llar. 25, we vOted to make the phrase the name of our
group.

Other recent activities include:
一―writing letters to support the hunger strikers on Robben lsland,

the maximum security prison where Mandela was incarcerated for many
years (thero are still several thousand political prisoners of
apartheid);

――participating in the sugar boycott postcard campaign organized by
the Kobe group, No More Apartheid;

――marching in the anti― apartheid demonstration― parade on Midosuji
Boulevard on March 21 (the anniversary of the Sharpeville Massacre),
where about a thOusand people celebrated Mandela's release and
Namibia's irldependence and appealed to the many large corporations who
have their headquarters in the area to withdraw their economic support
of the aparthoid regime.

For information on membership, directions, upcoming events, etc.,
contact:

GERRY YOKOTA (♀ )

Home:  3-7-21 Hotarugaike Minamimachi, Apし 。 17, Toyonaka 560
Phone: (06)845-5340
Work:  Faculty of Language and Culture

Osaka Unlverslty
l-l Machikaneyama, Toyonaka 560
(06)844-1151, x5522
U. fax:(06)845-5290
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(16ページからつづく)

は国民がつけるべきなのだよ……と言っているう

ちに、中国の天安門の虐殺があり、その後必死に

なって報道を追っていると、「社会主義幻想」と

いうものがいかに甘いものであったか、というの

を感じさせられます。スター リンはともかく、毛

沢東であれ金日成であれ、若き英雄が老いるとい

かに民衆と乖離するかというのを、 小平が再演

してみせただけさという冷やかし、あるいは (ネ

ルソン・マンデラなどを含めて)偶像崇拝の持っ

ている危険J14_を指摘するだけで片付 くことではな

く、「社会主義」とはいったい何なのか、という

のが真剣に問われているのでしょう。中国の人民

はそれを選んだのだから、当然の “報い"と いう

のは、あまりに悲しく、かつ当たっていないでし

よつ。

さて「社会主義」を “選んだ"と されるタンザ

ニアの民衆は、果たしてそれを選んだのか ?そ う

だとしたら現在の停滞、貧困の誰が責任をとり、

どう “けじめ"をつけるのか ?あ るいは、どうい

う代替案があるのか ?社会主義が貧困や人権抑圧

を目指したものではない以上、改革の旗手ともて

はやされた人が獄にいて裁判中の今、当然の “報

い"と いうのは余 りに酷な気がします。でも、南

アフリカのアパル トヘイ ト政権は “選ばれた"わ

けではないのは明らかですから、そこでの闘いと

は一緒になりませんよね。

では、また。 (1989年 6月 26日 記 )

【編集の都合で掲載が遅れてしまいました。お詫

びいたします。 (編集部 )】

目 次

「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」に
積極的な参加を !

トレバー・ハ ドルス トン大主教の
スピーチ (全文 )

ネルソン

の声明

ネルソン

誰なのか

マンデラ歓迎関西委員会

ロリササ 。マンデラとは
〔楠原彰〕

絵は人に見られることによって
はじめて存在する  〔降矢洋子〕

ダルエスサラーム通信 (第 19回 )

社会主義はまだ可能か 〔根本利通〕

Japanese―Amer■ can devotes
efforts to garnering ant■ ―

aprtheid support(JPⅢ TIMES)

A LUTA CONTINUA (JAAC Kansai
English Language Group)

編集 あれ これ

翻 麟 翻 薪 誕 妻 と >オ■ こ ね 囃 翻 翻

■申し込んだわけでもないのに、東京の南ア総領

事館からニュースレターが送られてきました。内

容は、南ア大統領改革発表特集。じっくりと読ま

せていただきました。御礼に本紙を送るべきかど

うか、真剣に悩んでいます。すでに入手されてい

れば重複してしまいますので……。

■関西のJAAC(日 本反アパル トヘイ ト委員会 )

インターナショナル・グループである “A LU「A

CO画 INUA"の活動が本格的になってきました。

今後、本紙の中で英語による情報も充実させてい

きたいと考えています。関西での動きを英語で知

りたい方に、ぜひ本紙を紹介してください。
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