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今秋、

ト ー ¬r卜 廃 I卜 を め ざ し
―
て

ネルソン・マンデラさんを関西へ招こう||

■早 急 0こ 関 西 で の 歓 迎 :態勢 を 確 市 1し ょこぅ

「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 ンデラ歓迎関西委

員会)は、ネルソン・マンデラ歓迎国際委員会 (本部はロンドン)からのアピールに応え、ま

た本年 1月 に来阪された同国際委員会代表 トレバー・ハ ドルストン大主教からの直接の呼びか

け、さらにはANC(ア フリカ民族会議)東京事務所からの呼びかけに応え、本年 2月 、関西

の各地においてあらゆる差男1に反対し反アパル トヘイ ト運動を進めてきた団体・個人によって

結成されました。その後、日本各地の歓迎委員会が集まって6月 に日本委員会が発足し、正式

な招待状を発送しました。これに対してマンデラさんは今秋の来日を快諾し、いま日程調整が

進められているところです。私たちは、できるだけ多くの個人・団体の力を結集し、関西での

歓迎態勢を早急につくりあげなければなりません。

■圧ヨ白勺 と イ予 重弗言十理雪

マンデラ歓迎関西委員会は、マンデラさんを団長とする代表団を関西に招いて歓迎行事を開

催します。また、マンデラさんの来日を、日本における反アパル トヘイ ト運動の強化・拡大の

機会ととらえ下記のようなキャンペーンを推進します。

(1)1989年 8月 21日、ジンバブエで開かれたOAU(ア フリカ統一機構)特別委員会

で採択されたハラレ宣言と、 1989年 12月 12日～ 14日の国連特別総会で全会一

致で採択された南アフリカに関する国連宣言を普及させていく。

(2)上記の 2つの宣言にそい、アパル トヘイト廃上にむけての国際的環境を整えていく。

(3)と くに南ア政府に対して以下のことを要求していく。

① 3000人 におよぶ、すべての政治囚の釈放

②非常事態宣言の全面解除

③タウンシップ (黒人居住区)からの軍隊の撤退

④政治囚の裁判と死刑の停止および死刑の廃止

⑤政治活動を規制する国内治安法の廃止

(4)国連・ ILO・ ICFTU(国 際自由労連)等の国際機関で採択されたアパル トヘイト

廃止のための行動計画にそい、以下の活動を行なう。

①日本政府および経済界に対し、実効ある包括的な経済制裁措置をとることを求める。
‐
特に金・プラチナ等の第二国経由での輸入の規制措置を求める。

②民衆による経済制裁の手段として南アフリカ製品ボイコットを広げる。

③アパル トヘイトと闘う南ア民衆への支援・連帯を深める。

(5)南アフリカにおける日本人に対しての「名誉白人」という不名誉な称号を拒否する。



■構 成 団 体 、 賛 同 人 ・賛 F司 団 体 の お 願 い

マンデラ歓迎関西委員会は、構成団体への参加、賛同人・賛同団体としての協力を広く呼び

かけています。構成団体は、あらゆる取組に準備の段階から加わっていただくことができます。

また賛同人・賛同団体には、ニュニスレターや行事の案内等をお送りいたします。趣旨をご理

解いただき、ぜひとも参加、協力していただきますよう、よろしくお願いいたします。その際、

下記のカンパも、あわせてお願い申し上げます。

【個人】 1口 3,000円   【団体】 1口 10,000円  (何口でも大歓迎 )

郵便振替  大阪3-3474
銀行日座  幸福銀行 阿倍野支店 普通 002-289762
加入者名  マンデラ歓迎関西委員会

ネ ル ソ ン ‐ マ ン デ ラ 歓 迎 関 曲 委 員 会

【代表者】本川田一郎 (日本聖公会首座主教 )

【呼びかけ人】石原利昭 (連合大阪会長)/上田卓三 (部落解放同盟大阪府連合会委

員長)/大西正義 (部落解放同盟近畿東海北陸地方協議会議長)/楠敏雄 (全国障害

者解放運動連絡会議関西プロック代表)/崎山耕作 (世界人権宣言大阪連絡会議代表

幹事代行)/下市四良 (大阪総評センター議長)/椿繁夫 (護憲連合大阪地方本部議

長)/寺岡一郎 (国際青年年記念大阪連絡会議代表幹事)/安田久雄 (カ トリック大

阪大司教区大司教 )

【構成団体】アフリカンリーダーズノ/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」/大阪キリス ト教連合会/大阪

市立大学反アパル トヘイ トの会/大阪人権歴史資料館 (リ バティおおさか)/大阪総

評センター/大阪大学反アパル トヘイ トの会/大阪郵便局連合部落解放研究会/大阪

YMCA/韓 国基督教会館 (KCC)/近 畿福音ルーテル六甲教会/神戸学生青年セ

ンター/国際青年年記念大阪連絡会議/黒人差別をなくす会/護憲連合大阪地方本部

/こ むらどアフリカ委員会/ごめんだアパル トヘイ ト神戸の会/世界人権宣言大阪連

絡会議/全国障害者解放運動連絡会議/と うもろこしの声/ナミビア独立支援キャン

ペーン/ナ ミビア支援京都の会/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/日本キリス ト教協議会 (NCC)関西青年協議会/日本自由メソヂス 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/日本反アパ

ル トヘイト女性委員会/働く青年の全国交歓会実行委員会/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/阪南中央病院労働組合/部落解放同盟/平和と生

活をむすぶ会/連合大阪 〔五十音順、敬称略 7月 23日現在〕

【事務局】大阪市天王寺区南河堀町9-52 大阪南YCA内 806-779-2791 FAX 06-779-3370

《マンデラ歓迎関西委員会のリーフレットより転載》



皆 さ ん も 構 成 団 体 、 賛 同

A‐ 賛 同 団 体 に な ― て
'コ

こむらどアフリカ委員会も構成団体として参加

している「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 ンデラ歓迎関西

委員会)の活動が本格的になってきた。今年 10
月後半の来日予定をひかえ、事務所が開設される

とともにリーフレット (本紙 1～ 2ベージ)を発

行して広く協力を呼びかけている。この呼びかけ

に応えていただくよう、重ねて本紙読者の皆さん

にお願いしたいと思う。

こ れ ま で の フ舌 動

本紙97号で報告した以降の主要な活動経過は次

のとおりである。

5月 27日、マンデラ歓迎関西委員会の全体会

が開かれ、目的、事務局体制、事務所の開設、財

政、活動の期限等について決定された。なお事務

局長として、こむらどアフリカ委員会の下垣桂二

さんが選出された。

6月 1日、大阪南YMCA別館内に事務所が開

設された。

6月 8日、第 1回の事務局会議が開かれた。こ

れ以降、毎週金曜日の夕方からの会議で具体的な

ことが検討、決定されてきている。

6月 20日、「アパルトヘイト廃止をめざすネ

ルソン・マンデラ歓迎日本委員会」の発足レセブ

ションが東京で開かれ、構成団体としてマンデラ

歓迎関西委員会からも木川田一郎代表を含む数名

が出席した。

7月 3日、『 マンデラ歓迎 !!関西かわら版』の

準備号が発行された。8月 3日には第 1号が発行

され、今後も月 1回のペースで情報を伝えていく

ことになつている。また、構成団体宛の『 事務局

だより』の発行も始まり、こちらは週 1回のベー

スで原則としてFAX送信されている。

7月 6日、南アの郵便通信労働組合のプシ・ク

マロ書記長を迎えてPLP会館で講演会が開かれ

た。詳細は『 関西かわら版』第 1号で報告されて

いる。また、当日のビデオ・テープを貸し出して

いるので事務局まで連絡を。本紙では8～ 9ベー

ジにインタビューを載せている。

7月 18日、マンデラ歓迎関西委員会の呼びか

け人会が開かれ、役割等が確認された。そのあと

同じ会場の大阪南YMCAで「ネルソン。マンデ

ラ誕生日パーティー」が開かれ、その詳細も『関

西かわら版』第 1号で報告されている。

今 後 の 活 動 予 定

8月末から9月 にかけて、土曜夜に連続 5回の

公開学習会が開かれる。いずれも時間は6時半～

8時半、場所は大阪カトリックセンター (地下鉄

御堂筋線「淀屋橋」から徒歩 5分、住友信託ビル

7階、806-231-1382)、 参加費は 1回 500円、

5回連続2000円 。参加申し込みはマンデラ歓迎関

西委員会事務局 (806-779-2791)ま で。内容は

以下のとおり。

8月 25日「ネルソン・マンデラの歴史的役割―

アパル トヘイト廃止への展望」

9月  1日「経済制裁を考える一私たちにできる

こと」

9月  8日「私たちの暮らしと南アフリカの女性

―アパルトヘイトと性差

"1」9月 22日「内なる人種差別がアパルトヘイトを

支える一日本人の中の黒人差別」

9月 29日「南ア・ナミビア現地報告―民衆のプ

ロジェクトを支援しよう」

ち ょ っ と で も 助 ιナ て
~,コ

事務所での仕事が増えてきている。読者の皆さ

んでポランティアとして協力していただける方は

ぜひ連絡を:短時間の協力でも大歓迎。また遠方

の方は、ぜひカンパを。みんなで力をあわせてマ

ンデラさんを歓迎しよう。   (下 垣桂二)



ダ ル エ ス サ ラ ー ム 通 信

《第 2 ■ 回 》 根 本 利 通

trlク モン ャ ル ‐ ハ モラ ス メ ン ト

」ambo! お元気ですか。

ダルエスサラームの大雨季もそろそろ2カ 月近

くになり、市内の道路のあちこちに水が溜 り、悪

かった所はさらにえぐられて、ひどい状態になっ

ています。わが家のあるシンザ地区は、かつては

ちゃんと舗装されていたのでしょうが、重要人物

の居る地区ではなく、幹線道路でもないので放っ

ておかれ、今やこの時期になると、あるタクシー

は乗車拒否し、別のタクシーは料金を高くふっか

ける地区になります。

開 発 税 と 道 路 の ネ甫 修

ダルエスサラーム市内の道路の補修は、ダルエ

スサラーム市の責任で、そのために「開発税」と

いう一種の人頭税を成人から収入に応じて (無職

であろうと家庭の主婦であろうと)取 り立ててい

るのですが、いっこうによくなりません。雨季と

雨季との間に、時々思い出したように、穴のあい

た所に石を入れたり、土砂を盛ったりしています

が、そのまま雨風にさらわれてしまうこともまま

あります。昨年、ダルエスサラーム市当局として

は、大枚 1千余万シリングもはたいて、イタリア

人の会社にやらせた幹線のバガモヨ・ロー ドの補

修も、あまりに薄かったアスファル トのせいか、

1年経った今、みる影もありません。

いったい、何故こういうことになっているので

しょうか。「市の当局が猫ばばして、 1千万シリ

ングも実は払われなかったから、イタリア人が途

中で止めた。」とか、「イタリア人が手抜き工事

をした。だから、KA」 IMAにやらせないとだ

めだ。」とか、ダルエスサラームの人は言います。

「KA」 IMAにやらせるには、高い外貨が必要

だ。シリングではやらないさ。資本主義というの

は、ただでは仕事をしない。」と私が言うと、「

じゃあ、日本政府が援助 してくれればいい。」と

援助漬けのこの国の人々は、援助のもつ意味を理

解せずに簡単に言います。「せっかく開発税を取

っているのだから、穴が大きくなる前にさっさと

補修していれば、外貨ではなくシリングで維持で

きるんじゃないかなァ」と私が言うと、「ダルエ

スサラーム市の当局が、とっくに “食べて"し ま

っているさ。市長を見ろ。でかい家をいくつも建

てて、もし今クビになっても悠々自適さ。」とい

う返事が戻ってきます。悪評高い開発税が導入さ

れたのは、 1985/86年 だったと思いますが、

納税証明がないと警察に捕まり罰金を取られると

いう、南アフリカ共和国もかくやという強制にも

かかわらず、年々納税率が低下して、昨年などは

30数%に留まったらしいのも、こういった当局

に対する強い不信と諦念が底に流れているように

感 じます。

東 欧 の 変 化 を め く
゛
っ て

前回の通信にちょっと触れた、「東欧の変化を

めぐるシンポジウム」 (3月 23～ 25日 )では

かなりつっこんだ議論が行なわれました。「CC
Mが国家の党になっており、政治の党になってい

ないから、民衆の利益を代弁していない。」とか

「党を国家の最高機関とする憲法第 3条を改訂し

ないかぎり、民主化の徹底は望めない。」といっ

た議論が出てきて、注目をひきました。こういう

議論が、党主催のシンポジウムでたたかわされ、



政府の機関紙に載るといったこと自体、画期的な

のですが、そこはそれ、「言葉の国」であるこの

タンザニアで、体制派も反体制派もなく、エ リー

トか非エ リー トしかないこの国で、エ リー ト官僚

とそれに連なる人々の体制汚職が除去されるかど

うか、実行に移されないかぎり、この国でも民衆

の不信は深いようです。

「
量F`ク ‐―‐」 σD権死だ≧ ιIよ ?

エ リー トといえば、この国ではまず大卒で、こ

の「通信」の最初の頃、くり返し語ったように、

二つしかない大学、とくにダルエスサラーム大学

の学生は、エリー トの卵として、その自負たるや

大したものがあります。今年初め、その大学を揺

るがした大事件というか、スキャンダルは、ある

女子大生の自殺です。いま流行の言葉で言えば、

「セクシャル・ハラスメント」ということでしょ

うか。

もちろんタンザニアの英字新聞でも Sexual

Harassment という単語を使っていますから、そ

れでいいのですが、日本語で「セクシャル・ハラ

スメン ト」というと、少し違うのかもしれません。

私は、日本の状況は新聞や人の便 りで理解するほ

どの疎さですから、「私は女にしか期待しない。J

といわれる日本のご時世からはずれて、反発を食

らうかもしれないと思いつつ、ちょっと冒険をし

てみましょう。

まず、日本語で「セクシャル・ハラスメント」

という、と書きましたが、あれはいったい日本語

なんですかねェ。「性的いやがらせ」という言葉

は、日本語として熟していないから、英語をその

ままカタカナに書き写すんでしょうか。まさか、

その方がカッコいいからではありますまい。「性

的…」という場合と「セク…Jと いう場合に、ニ

ュアンス、あるいは概念のずれがあるのでしょう

か。そうすると「セク…」の概念自体が、アメリ

カ合州国から輸入されたものなのでしょうか。い

や、たとい輸入されたものとしても、そうした行

為そのものは普遍的なもので、かつ昔から存在す

るものだから、流行なんていう言い方は卑じめる

それでしょうか。

私は、敢えて誤解を怖れずに言えば、「セク…」

という言い方は、日本語、日本文化を豊富化する

努力を怠って、文化的帝国主義の有 り様に無頓着

な、かつ「先進国」一「後進国」の図式にのっか

った言い方だと思っています。例えば、「強姦」

を「レイプ」と言い換えるのと同じように。でも

「醜態」が「スキャンダル」と変わるように、定

着するのかしらん。

従って、この「通信」のタイ トルは、私として

は反面教師のようなつもりで付けたのですが、別

にその内容自体を椰楡するつもりは毛頭ありませ

ん。ただ、複雑な例を挙げるとやばいので、前述

のタンザニアの顕著な例を挙げてみます。という

ことで、やっと本論です。

女 f学 生 の 自 殺   
「

事 イ牛 J
事件は、今年の 2月 7日 夕方、ダルエスサラー

ム大学文社会学部 1年生のレビーナ・ムカサとい

う女子学生が、クロロキン (抗マラリア剤)を大

量に服んで意識不明でいるのを、寮の同室の学生

が発見し、大学の診療所、さらに病院へ運んだも

のの、死亡したというものです。そしてこの自殺

の原因に、長い間の「ハラスメント」があると、

親しい女子学生が明かしたことから、「事件」に

なったのです。

翌日、女子学生たちが集会をもち、真相究明を

要求しました。生前、レビーナの度重なる訴えに

も動かなかった学生自治会、学生部もやっと腰を

上げ、新聞で大きく報道されたこともあって、大

学全体で調査委員会が作られました。その調査結

果が 3月 下旬に出たのですが、それによれば次の

とおりです。

昨年 10月 (ダルエスサラーム大学では89/
90年度は 10月 から新学年が始まった)、 新入

生歓迎会が、大学の施設のホテルで開かれた際、

新入生だったレビーナは酔っ払った男子学生 (工

学部の 4年生)に絡まれ、公衆の面前で罵られた

のです。この事件は早速、「 肱ee Pmch」 と称

する、秘密組織の壁新聞の格好の題材になったの

です。これによって、レビーナは常に男子学生の

性的好奇心の対象とされ、そういう意味で交際を

申し込み、断わられる男子学生が多かったようで

す。その一人、オマリ・サロタは、かなり執拗に

レビーナを追っかけ回していたのですが、 2月 4



日の朝、彼女の寮の部屋に押し入り、強姦しよう

として腕にかみつかれて未遂に終わったのです。

調査委員会は、オマリの退学、そして関連の他

の二人の工学部 4年生に、何らかの処分を下すこ

とを主張しています。さらに学生部や、故人が住

んでいた第 7寮の管理人などの入れ替え、改組を

提案しています。学生寮の生活環境が悪化してい

ることが、第 7寮のような男女混合の寮では女子

学生の安全を脅かしている、と指摘しています。

しかし、この事件で大きく浮かび上がってきたの

は、「 Mzee Punch」 と称する集団の存在と、そ

の活動を許す大学共同体の性に関する意識でしょ

う。

Mzec Punch と 0ま

オマリその他の工学部の学生が、Punchの一員

であったことは容易に推定されますが、その脅し

をレビーナが訴えても、学生部は取 りあわず、学

生自治会は Punchの優位性を説く (Punchに は逆

らわないほうがいい)有様であったことが、調査

の過程で明らかになっています。また、彼女の死

の翌日に開かれた女子学生の集会の決議文が、食

堂に張り出してあったのですが、Punchはそれを

自分たちの働骸のマークで黒々と塗 りつぶし、「

Punchは永遠に不滅である」 (ま るで、どこかの

紳士の職業野球国のセ リフみたいだ)と 公言して

いました。このPunchと は何者でしょうか。

私が大学にいた 3年間、このPunchの壁新聞に

はよくお目にかかりました。新入生に対して、大

学内のしきたりを教えることから始まり、大学教

官の汚職スキャンダルや学生部当局の施政 (学生

の食費、図書費その他の手当の出し方)に対する

批判などもありましたが、その大半はセックス・

スキャンダル、それも多くは女子学生を性的好奇

心の槍だまにあげたものに費やされていました。

つまり、女子のなかで目立つ (美人であったり、

派手な服装、言動をとったりする)学生を、その

似顔絵付きで張 り出し、彼女の生れ、家庭環境、

学歴、性的遍歴、身体的特徴を、こと細かにあげ

つらうのです。もちろん、そのほとんどはデマカ

セと思われるのですが、学生部でないと分からな

いであろうようなプライバシーも混じっていたり

して、要するに日本の芸能週刊誌と同じで、書い

てしまえば、それだけの効果はあるのです。まし

くⅨヌ∝OC∝X"00κ K澤
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Юく双メ̈ 00∝X""CЮくЖンαゆぐ∝X"00∝ X期
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降矢洋子絵葉書セット
■ ―ヒ ッ  ト (5枚) 500F電 (送料72円 )

カラー印刷・通常サイズです。

申込は、郵便振替で「こむらどアフリカ委員会」まで。

盛rTl‐農繊曲藤



てや、この国では名誉毀損で訴えることはありま

せんからね。おまけに質の悪いことに、予告と称

して次の目標を暗示するのです。

相手の正体ははっきりせずに、やられる一方で

すから (一度、勇敢な学生がPunchに反論し、そ

の論理矛盾をついて、明らかに彼のほうが理が通

つていたのですが、Plunchは 「私は超越している」

と言って、無視 して終わりました。)、 女子学生

や歴に傷もつ連中は、ひたすら目立たないように

します。とくに女子学生は、授業中の討論でも、

男子学生と討論になることを避けたがります。皆

大人ですから、恋人やボーイ・フレンドがいるの

が普通なのですが、ひたすら隠そうとします。そ

れがパ トロンといわれるような場合には、なおさ

らです。大学の食堂では、イギリス風というのか

午後 4時になると、アフタヌーン・ティーが出る

んですね。でも、ここには女子学生が入らないの

が、暗黙の了解です。何を馬鹿な、入ったところ

で男子学生が邪魔するわけはないしと、一度誘っ

てみたのですが、別の理由をつけて断わられまし

た。外国人の男と一緒に入るなんて、それこそ ト

ンデモナイことなのですが、そうでなくても入っ

た女子学生は、その場は何事もなく、男子学生と

談笑しつつチャイを飲めても、翌日すぐPunchが

食堂に張り出すのです。いはく、「女は、せいぜ

い自分でチャイを沸かし、将来の夫に仕える準備

をしておけ。」

む き 出 し の 女 性 差 別

進歩的な社会主義 (最近は、こういう表現は死

語でしょうか ?)を標榜 し、男女平等を謳い、内

閣に4人の女性の大臣がいても、男の本音はたい

して変わりません。それどころか、「いい女は、

ベッドでいい女だ。」とか、「女を殴れない男は

駄目だ。」と、むき出しの男性主義が公然と語ら

れる世界です。ボスがその秘書と寝るのは当然の

権利、学歴さえあれば女性でも管理職に出世する

のは当前ですが、それでもそのためには上司と寝

た、と囁かれる世界です。こういうところは、ア

メリカ合州国で言う、あるいは最近の日本でも言

う「セク…」と共通しているように思えます。多

少現われ方は違っても、本質は同じでしょう。で

も、こういう都市の管理職、OLや大学生といっ

た、タンザニアからみるとごくごく一部分のエ リ

ー ト女性だけをみて物を言うのは、適当ではない

かもしれません。

アフリカの女性の大半を占める農村の女性が、

様々な意味で過酷な条件に置かれていることは周

知の事実でしょう。そこには、女性差別 といえば

厳しいむき出しのそれが存在 しています。そこで

の現われ方は、現在の欧米や日本とはかなり違う

のではないか、と思うのです。しかし、その一方

で、日本なんかと比べて、女性の政治家や管理職

の進出を大幅に受け入れる土壌もあるのです。そ

れは何故でしょうか。私は、一つにはイギリスの

植民地支配が残した階級意識だと思うのですが、

どうでしょうか。

一 言論の 自 由 が な い ?
ともあれ、彼女の死後も大学内の男たちの中で

は、 “馬鹿なやつだ。大したことしゃないのに。"

という雰囲気が多かったことは事実です。また、

彼女が訴えた「強姦未遂事件」も、隣室の女が気

がつかなかったことを例証に、その存在そのもの

を疑う連中もいました。

私が大学にいたときに、Punchの協力者であっ

たのではないか、と疑われる男が、この事件に関

してこう言っていました。「昔は、Punchは政治

的な批判、とくに政府や大学当局の腐敗に対する

批判勢力として意味があったんだけど、それが弾

圧されてから、無難な方、つまリセックス・スキ

ャンダルの方へ流れてしまった。言論の自由が無

いんだよ。」

もし、そうだとすれば、今度の調査委員会の報

告ではPunchの活動を厳しく取 り締まることを求

めていますが、現在進行中の東欧の改革にともな

う言論の自由化傾向と、どう折 り合いをつけるか

が注目されます。

では、また。 (1990年 4月 26日  記 )
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AN INTERⅥEW Ⅷ H・・・

Jusi
XL  Iθ

INTRO:   "Comrade News′ '' the Osaka 」AACis newsletter′  is pleased
to  present  an  intervlew with south  African  labor  leader  Vusi
Khumalo′   conducted on 6 」uly 1990 during his recent tour to Japan.
His visits to various 」apanese labor unlons in Osaka′  KyOtO′  NagOya
and  Tokyo  were  intended to shOre up  solidarity  for  the  south
African freedom strug91e ―― as well as to plan bllateral strategies
for putting pressure on 」apan― South Africa econom■ c ties.

VUSI KHUMALO:

――Birth date/place: 16 Dec. 1949, 」ohannesburg′  South Africa.
――present  positions: Gen. Secty. of 20′ 000-member Postal and
Telecommunications Workers Assoc。  (POTWA)// Exec.  Committee
member of congress of south African Trade unlons (coSATU)′  an
umbrella organization of about l mlllion workers.
――Other Memberships: African Natlonal Congress (ANC)and Mass
Democratic Movement (MDM).
――Harassment by state:  He was jalled without charge for  six
months  in  1981  for attempting to form  Black  trade  union
within governmental Dept.  Of post and Telecommunications  //
1n  1988′   he was placed under strict house  arrest  for  six
■onths due to unlon activities.
――Recent Activities:  」oined delegations that met with  pres.
F.W.   de  Klerk  and  the  Labour  Minister  regま rding   the
governmentis repressive Labour Relations Act (LRA)。

σO″RApF NE″5r  r′ d 2」 e々 ttO asた you abOυ ど yOυ r yゴ 51 ts どO sο ttε  Of
tヵe  rκansa」 ―area′ 亡raごθ υη」ο″s.  ″ねa古 力ave yο υ taユたed  abOυ tt  F」 ιカ
ιねem and ″ねaど ねas bθ en どわθ」r reaσ古」ο′P

VUSI  KHUMALO:  The  main message was  that  of  continuing  and
maintaining the pressure of sanctions against the pretoria  regime′
and a■ so to continue the solidarity action that exists between  the
trade union movement of our country and the trade unlon movement in

(CONTINUED。 ...)
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(....CONTINUED)
this country.  So itis been actually an attempt to revital
relationship.  And l have received a very′   very welcome
response from a■ l the people I've spoken with so far.

こN′  υ″ゴOn5  わere ゴ″ Asia a″ ご ゴ
“
 古力θ ″es t 

“
どy力 a ye ″ο

古ουgカ  ゴ古 ゴs t0 0perattθ  as a υ″」ο72 ゴ″ ∫Oυ ιね AFr_ica....賜 りat
οf どわθ ″οrsど  exper」 θησes ン

′Oυ ′アθ わad as a υηゴο′ コθ∂∂erP

ize  that
and warm

idea  力ο″

are  sο″θ

VK:  It would be very difficult to single out one incidё nt.  But
recently′   on  24 May 1990 -―  in daylight ―― my hOuse  caught  fire
"mysteriously'l  and half the house was burned down.  That  was  the
most harrowing experience for me′  because l left my family [forl an
hour  to  go  the  airport′   I  come  back′   I  find  my  house  is
half― burned′   and  no  one  can explain  to  me  how  it  happened.
Fortunately′   nobody was hulrto  And the insurance [company】 refuses
to pay...

And  the  other  harrowing  experiences l  have  had  were  when
attempts  were  made  on my life by agents  of  the  South  African
government:  being  shot at′   being bombed out of  the  road.  I've
survived  two  major accidents where brakes on the  car  failed  or
where someone simply wants to run you off the road with a motorcar.
These have been the day― to―day experiences not onlv by myself′   but
by other trade union people in my country.

CN′   ...らわ′ど aごνゴce ca′  ノο口 οFFer どο a22 οf ど力e peOρユθ 力ere  r」 ′

Japa“ ′′  "0ど  ブυ5` υnゴ οrs bυ 古 どο 古力e aユ ユ grass rο οts aσ 亡ゴvisど 15′   r」η

″οrた 1″ g fο r′  どわe Fυ どυre οf Sουど力 Afr」 σaP
VK:  I  WOuld say that we are in for a very good future  in  our

country.   If  the  developments  currently  taking  place  proceed
rapidly′   I  think  South AfriCa is going to become  one  of  those
countries where physical change is brought about without a loss  of
many  lives ―- lf we go this loute.  That is why we call  upon  the
people to increase the pressure of sanctions because we believe  it
is a peaceful way that other countries can contribute to a peaceful
transformation of the South African situation.

CN′  〃ave yO口 ねad a c力ance tο 
“
eet Ⅳθisο77 Mandeユ a2....″ 0″ ごゴご yOロ

fゴ ″ご ね」″2
VK:  Yes′  I met hin the second day tafter]he Was released.  And

he has attended many of the COSATU/ANC consultative meetings  where
we have been planning the strategies together of how to bring about
this state 〔of Changel...

Heis a veFy intelligent old man. Heis very warm′  he's not bitter
about  the fact that he stayed in prison for such a long time.  And
he's as determined as ever that he will use his last years of  life
to help resolve the situatlon in a peaceful way.

3N= ″ねa亡 ゴ5 なねe generaユ  古」″θtabユ e Pe′ re ヱοOた ゴng att fOr む力e AⅣσ's
cοηgress sο″e亡 ゴ″e どカゴs yearP Is ど力aど sど ゴユコ pコ aコηedP

VK:  Yes′   thatts being planned.  It will be held on the 16th of
Decembero We havenit found the venue yet′  but it will be held.

CN「  A′ ご 渤ben dO yο υ θ
"yisiO′

 a freθ ∫Oυ tね Africa2
VL:  If  ne9otiations ―― Serious negotiatlons ―― do  take  place

toward the greater part of this year′  say′  by october′   then l give
that process a year and another year after thato  So one ls talking
about  two  years ―― if nothing dramatically changes ――  〔whenl  We
will  have  free elections and therefore  a  democratic  government
being installed。

3N∫  ■′∂ ″e ヱ00た fOr″ard ιο t力at σ′/. rヵ∂72た ノOυ  ソery″ υσ力...

VK:  Thank you.

(StOry and photo by BIrian Covelrt)
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GROUP UPDパ 電 :

A LUTA CONTINUA, OSAKA JAAC

"A Luta Continua′ 'l  the osaka 」AACis English― language group′
has  been  holding  monthly meetings for  some  time  nOw′   with
prOductive results indeed.

The  group  has seen tremendous growth in  both  quality  ●nd
quantity of its members since the group was founded last autumn.
This  is  due  primarily  to the  efforts  of  Osaka  Uniヤ ersity

:::[[uと::Fthξ :r[ざr首 :::t]色 s.ど:it:ain f[:[:: 1:」  ::1:in::dto fi:::
their voices heard against apartheid and racism。

In  addition to a g■ owing mailing list′   ALC now has a  solid
"corel'  group of about a dozen or so Kansai residents  who  also
volunteer  their  valuable  time and  efforts  (not  tO  mention
hard― earned  yenl) to the launching and continuing  of  various
anti― apartheid projects.

Some of those recent projects include:

>>"COLD LETTERtl:  ALC members have drafted and sent a  letter
of protest to 」apanese prime Minister Toshiki Kaifu′   concerning
reports of 」apanis shameful importation of South African gold to
produce  commemorative gold coinS for Emperors Akihito  and  the
late Hirohito.

>>sTuDENT SpONSORSHIP: ALC members have agreed to financially
assist  a  black  s6uth  African high  school  student  whc  has
requested such help from Kansal anti― apartheid activiSts: A fund
is being set up through correspondence with the ・student.

>>MANDELA RECEPT10N:  ALC members are volunteering their time
to  help  out at at the newly opened  Nelson  Mandela  Reception
Committee office in Tennoji′  Osaka.

In  addition′   ALC is represented on  the  Mandela  Receptlon
Committee  (MRC) of  Kansai.  This  committee′   led  by  Bishop
Kikawada  and  comprised of supporters from various  sectors  of
society′   is  formulating  plans  t0  0fficially  welcome  Baba
("Father")Mandela to 」apan sometime this fall.  The exact  date
cf Mandelais arrival has ylt tO be decided.

>>MANDELA BIRTHDAY PARTY:  ALC members sent a 'lbirthday Card''
with a statement of warmest wishes to be announced at the  Osaka
Mandela Birthday Party held on 18 」ulyo  We alsO made a  related
monetary  dOnation in his nane to the "Manfreed Fund′ :i  care  of
the African National Congress.  Happy 72nd′  Mandela:

>>INCREASED  MEETINGS:  A boost in membership has  brought  a
corresponding  need  for  us  to meet  more  Often.  Thus′    the
decision  was  reached  to hold ALC meetings twice  a  month  on
Sundays.  This  move  has  allowed  us  to  plan  and  act  more
effectively  on  local′   national and  worldwlde  anti… aparthe■ d
issues.

Those  are  just  a few of the  activities  ALC  membelrs  are
working  ono  while  we stlll have much more work to  do  for  a
democratic south Africa′  we've made a truly remarkable start.

*彙AMANDLA:鸞 鸞 キヤMAYIBUYE I:AFRIKA:彙 彙 薫士A LUTA CONTINUA!カ カ
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薇 新 護 妻 と )オ
・

こ 才■鯛醐 蠍 辮

■残暑お見舞い申し上げます。とにかく今年の夏

は暑い。皆さんは、いかがお過ごしでしょうか。

私の部屋にはクーラーがないので、ワープロを打

とうと思って机のまえに座っただけで汗が流れて

きます。おまけに熱帯夜の連続。そういうわけで、

ということでもないのですが、今回はページ数を

減らして汗の結晶をお届けします。

■前回は南アの学校建設資金へのカンパ、今回は

マンデラ歓迎関西委員会へのカンパ、さらには本

紙購読料前納の御願が加わって、皆さんのサイフ

を当てにした要請が続いていることを,心苦しく思

っています。しかし私たちには、これ以外の方法

がなく、趣旨を理解していただき、よろしく御支

援ください。なお次号は、マンデラさん歓迎集会

の案内を載せて発行する予定です。  (霜 )

次

アパル トヘイ ト廃止をめざして   1
今秋、ネルソン・マンデラさんを
関西へ招こう!!

うごきだした「アパル トヘイト廃止を 3

めざすネルソン・マンデラ歓迎関西委
員会」の活動

ダルエスサラーム通信 (第 21回 )  4
=セクシャル・ハラスメント=

〔根本利通〕

AN INTERVIEW WITH ・・・VUSI KINAL0   8
by Br■an Covert

GROUP UPDATE;                     10
A LUTA CONTINUA, OSAKA 」AAC

″ フ リカ .̈そ こには現代、もつとも強力に人を押えつけている政治機構が存在 しま

す。多数を占める黒人から、すべての基本的な権利を奪い取 り、一方で、少数派であるFJ

人カミ 権力 と特権的な地位を独/rす るoそ ,い う機構です。            |
次第に大きぐなる、解放を求めるたたかいのなかで、黒人たちは、強口 v7_~武 装 した少数

派自人のtlま すます増大する暴力に、毎″のようにさらされています。     | ||‐ ■

'|  
これは、国際運合によって「人類に対するJL7罪」でぁると弾劾された、1%θttκのアィド

ル トヘイ トの実態です。

まんが 7/ヾルトヘイトの歴史定価95明脱J
l■ 日本ユネスコ協会連盟/編 くぼたのぞみ/訳 ④日本評論社

反 :ア パ ル ト ー 」「 ト
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