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ニュースレター
NO．9　198的三1月　発行　アフリカ行動委員会

12月18日総評会館で開かれた集会でFコシシケレリ・アフリカ』を歌う参加

者。北沢洋子氏がF反原発と反アパルトヘイトを結ぶもの』と題した講演の中で、

「これからどう生きるかという哲学的問題」と話された。同氏著F私の中のアフ

リカ』（現代教室文庫）の一議をおすすめしたい。

ナミビア・ウランの蜜輪を許すな
南ア支配を遠がしたナミビア無人の闊い
ウィークリー・メール紙より’89年は、金・ダイヤをターゲットに！

世界キリスト教協議会・前我諸国会議に出席して
中学生の文イヒ集にみる反アパルトヘイト
手紙委員会（南アに手紙を書く会）から
新春スペシャル（新年会）のお知らせ
南ア演劇Fアシナマリ』について
駒場条にて

2

7

8

1

2

4

5

6

8

9

1

1

1

1

1

1

1



ナミビア・りうら仇
密輸を逃すな／

一一アパルトヘイトに支えられる日大の原発一一

多くの人達の反対を押し切って推し進められている日太の房子力発電（原発）。電力会

社は日太の総電力侠総量の3分の1が願発によるものだとして．これを既成事実化しよう

としている。しかし、ち上つと待って欲しい。原発を稼動するのには顔料としてウランが

必要。そのウランの3分の1は南アフリカおよびナミビア産なのだ。日大の原発はアパル

トヘイトによって支えられているといっても過言ではない。特にナミビア産ウランの使用

は、国連布告に違反し、「密拍品」とみなされる。そのため、電力会社・政府は躍起にな

ってその事実を隠そうとしている。

ナミヒーア　ー　ウラこ／‡まなぜ　「密輪l晶」　なのカヽ■？
独立までナミビアの行政権を持つととされる「国連ナミビア理事会」は、1974年、

「ナミビアの天鈴繁瀕に関する布告第1号」を制定した。これはナミビアの天然繁覇の深

桑．開発、取引、加］L漁舟のすべてを禁止するもので．持ち出されたものは国連が押収

でき、かつト独立後のナミビア政府は「損害賠償」を請求しうる、というもの．

ナミビアは天然賛薫の宝庫といわれる。そのため世界中の多国籍企業の餌食になってき

た。日太も、ウランたけでなく、ロブスターをはじめとする水産費や等をrb入」してい

る。先の「ホ昏第1号」が制定された後も、多国篇企某の活動は止むどころか、むしろ活

発になっている。それは、独立前の毛利な条件のうちに、ナミビア内の賢帝を掘りつくし、

獲りつくそうという論理が働いているからである。この「有利なJ条件とは、植民地下・

アパルトヘイトFの無権利で安価な労働力を使用できることを指す。

日大の電力会社は．ナミビア産ウランの世界最大の消費老なのであり．かつ．日未のウ

ランの供給相手の1位が．ナミビアなのである。

ウランの肇巨中点lル－　ト
ナミビアから採掘されたウランは、

伺段階にも分けて加工され、各国を

転々とし、日東に運びこまれる。こ
こに鵜のカラクリが隠されている‘

ナミビアでウランを採掘している

のは、ロッシング鉱山会社。この会

社は、イギリスの非鉄金属多国籍企

菜リオ・チント・シンク社（RTZ）

およびその関連会社が株式の51．

4％を保為し．実質的に子会社だと

言える。
ロッシング鉱山で採掘されたウラ

ンは「l挨化ウラン」（いわゆるイエ

ローケーキ）のかたちでイギリスの

スプリングフィールドにある「イギ

ナミビア躍ウランの日本への供給ルート



リス核燃料公社」（BNFL）に運ばれる。ここで酸化ウランは「6フッ化ウラン」に転

換され、今度は、太平洋を渡ってアメリカへ行き・米国エネルギー省（DOE）の工場で
「濃縮ウラン」に加工される。そのあと、最終消費地である日東にやってくる。

ここで資料1を見ていただきたい。これは通産省が公表したもので、1987年3月兼

一一二一：∴■↑＝㍉∴．∴∴餌のウラ湖心剛

ランは擦れない。通産省は、「日大の電力会社数社がイ

ギリスに太社を置く企業と67ッ化ウランを輸入する契

約を結んでいる」とし、「転換・濃縮のプロセスを経て

おり、原産国がどこかは知りえない」と説明している

（88年4月13臥衆院外務委員会　社会党岩垂寿吉

男氏の質問に対して）。

資料1
契約の；墓穴　　　　　　　　　　　　　叫瞳

1970年、関西電力がナミビアのロッシング鉱山と、ある。

1976～85年の10年間にゝ8200トンのウランを輸入する契約を結んだ。197

4年12月19日の衆院予算委負会で、この件を問題にした社会党岡田春夫氏の質問に対

し、当時のエネルギー長官は「南西アフリカ（ナミビア）の分につきましては、大体82

00トン」を輸入する契約を電力会社が結んだことを認めた。当時、布告第1号の存在は

まったく知られておらず・政府は「国連決議に従って今後は処理する」と答えている。し

かし、その後の政府・電力会社の対応乱国連決議を守るどころか、ナミビア産ウランを

購入しているという事実を契約レベルで隠蔽していく。

まずRTZが、轟音逸れのためにスイスにRTZミネラル・サービス社を設立する。ス

イスは国連に加盟しておらず、布告の拍東を受けないことを利用したものだ。日東の電力

会社は商社を通じてゝこのミネラル・サービス社からウランを買うという契約を結んでい

く（資料2参輿）

〔蓼考］t力会社別契約■－鷲
別年に世界的なウラン・ブローカ
ーである「l川FXCOJが出し

た資料。単位は10（氾ポノト二の

舞伸二も、ウラ／の康度がナミヒ

アのロッシンプ鉱山であると示さ

れている。

資料2

しかし、この「契約」が墓穴を掘る結果となっている。ロッシング鉱山から産出された

ウランのマーケッティングを担っているのは、ミンサーブ・アドミニストレイション・A

Gという会社である（NUEXCO恥cu】ent、1984・10．12より）。この全社

と日東の電力会社が契約をしているRTZミネラル・サービス社との関係だが、資料3を

見てもらいたい。これはスイスの登記所でとったものでミンサーブ社の住所がrRTZミ

ネラル・サービス社気付」になっている。すなわち、両社はまったく同一の会社なのであ

る。

日大の電力会社が契約しているRTZミネラル・サービス社が扱うウランは100％ナ

ミビア塵だと言えよう。
131
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す料3

上　ミンサーブ社の登記壱　AdresSe（住所）の部分に注意

下　RTZミネラル・サービス社の登害己舎

ナミビア　ー　ウラニ／輸＿フ＼の≡巨二態
では、どれ程のナミビア・ウラ

ンが日東に入ってきているのだろ　　　　　出所

うか。資料4を見ていただきたい。　t力全社

これは1987年5月に、アメリ

カ・エネルギー省が米国下院アフ

リカ外交小委員会に提出した資料

である。1986年に成立した

「米国包括的反アパルトヘイト法」

は、南ア・ナミビア産のウランの

米国への輸入を禁止したが、その

摘要範囲を米国で濃綴するために
一時的に絵入されるものまで含む

か否かで議論が続いていた。資料

3の表には前文がつけられている。

「▲Ct She亡t Om50uthlfriCin SMCtIOn　汁．byルus亡

Forel即AflaIrS Sub亡q■■ittee on Afrl。8

南部アフリカとの　転換工場　南部アフリカ産　備考

契約期限　　　　　　　　　　　ウランの割合

湖西モカ

1京モカ

中盛t力

中饉電力
北濃遭t力
●北■‘＿－

台湾の

モカ会社
スペインの

t力会社
酉ドイソの

t力全社

一4－

1銅年代中　川FL　　　　50‡

19粥　　　　IWL　　　　58l All陶■lblan

19的　　　1111ed　　　拍－1001　　Alllh U S

1989　　　　　mFL TO鷺　　　　　111ぬ■lbltn

188B Co■Urhey　　45‡　　　　　Allin V S

l閑8　　　　紺FL　　　　171

1996　　　　錮FL　　　　30一川0王　　3yearS Pf SA

111YemtOryln U

lg9ユー94　　　Selmy■h　　－　　　　　198711lYentDry

im U　6

1984　　　　　　　　　　　　2叱

資料4



それによると、（D南ア・ナミビア産のウランの輸入を全面的に禁止した場合、米国エネル

ギー省に濃縮を依頼している海外の電気事業者（樽に日太、台湾、西独、スペイン、）に

多大な影響を及ぼす、（彰これらの電気事業者は、アメリカに年間2～3億ドル支払ってい

るゝ⑧反アパルトヘイト法の涌用我国によって臥これら電気事業者は、濃縮をアメリカ

以外の業老（例えば、フランスのユーロディフやイギリス・オランダ・西独の合弁企業ウ

レンコ）に億顔することになり、そのため、アメリカは20～30％の収益減となるであ

ろう、となっている。

さて、資料4を＿見ると、アメリカに南ア・ナミビア産ウランの濃縮を依頼している日太

の6電力金冠：の名前がある（九州電力も南ア・ナミビア産ウランの輸入契約を持つが、濃

縮はアメリカではないため、この表からは落ちている）。このうち東京電力と中部電力は

すべてナミビア産。中国電力と北陸電力の”ALLin U．S．”とは、アメリカにすべてスト

ックされているという意味。北竜の泊原発に昨年搬入されたウランはこの分である。

次に、資料5を見ていただきたい。これは写真邁刊誌『タッチ』（88．12．）に掲

載されたものだが、出所は「NUKEM DATA SYSTEM」から引き出したもの。

これにより各電力会社の年度別契約量および契約期限がわかる。契約期限や南ア・ナミビ

ア産ウランの全体にしめる比率など資料3とほほ一致している。

各電力会社を総計した場合、1988年度は総輸入量7443トンに対し、ナミビア産
1925トン（26％）、南ア産567トン（8％）、1989年度は総購入量6851

トンに対し、ナミビア産1840トン（27％）、南ア産567トン（8％）となる。す

なわち、1988年度で34％、1989年度35％がアパルトヘイト産のウランなので

ある。特にナミビアは、日太の原発で使用されるウランの最大供給地であった。

おわりiこ
昨1988年10月以降、マスコミでナミビア・南ア産ウランの密輸問題が明らかにな

る中で、各電力会社とも、契約を更新しないと表明するなどの対応をしている。このこと

はこれで意味があるとはいえ、ナミビア・ウランの「蜜絵」はあくまでも認めず、契約破

棄など考える余地などないようだ。電力会社・政府のこの間題に対する最近の動きについ

ては、次号で掛させていただくとして、前述のように、明らかに日太の原発にはナミビ

ア虔ウランが使用されているのだ。

しかし、どうしてこうまでナミビア産ウランに固執するのだろうか。最後に、次の資料

を紹介して太稿を閉じる。

住友商事庶子燃料部庶子燃料課Fウランの供給源』（1976年10月）

ナミビア・ウランの長所と短所

長所・露天掘りであり、大規模機械イヒによる操業が可能である。
・当面公害閏岳が問題化しない。

・埋蔵量が大きい

短所・黒人政権になった場合、見通しが国難であること
・国l敷政治上不安定である。

・品位が低い。
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アンコーラ和平・フ■ラヴビルld正1■
（Dアンゴラ駐留キこし一・ノtiF、2勾三3

カ月以内に段階的撤退
②国連決済に基づくナミビア独立
の宇哉書を89年4月1日から開始

Q）アンゴラ、キューバ、悶アの3カ
国に米ソの2カ国房‾フ■ザーパーを

加えた5カ国合同責出会の設置土
ナミビアの独立手続きを
決め六＝国連決舐435号

（p南ア軍、甫西アフリカ人民鏡輯
（SWAPO）ゲリラ両l験力の‘寧

戦、南ア軍の段蘭的胤退
②7500人の国連監視軍ナミビア入り
⑦政子自犯の釈放と粗支帰還
僅）国際監視のもとで恵法改正・自由

】彗強
兵力推定数

UNI TA（アンゴラ全面独立民族
同阻1ゲリラー2′〉6万
SWAPOゲリラ一一約醐
キュー・パ蛋一約5万紺
アンゴラ寧一正規軍約5万3000
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南ア支西己を揺カゞlノたナミビア黒人の闘し、
一一一独立交渉の背景一一一

南アフリカ、アンゴラ、キューバの三国は米政府の仲介の下に、12月13日、ブラザ

ビル議定書に調臥ナミビア独立への足がかりをつけることになった。これ軋○アンゴ

ラ駐留キューバ軍を2年3ヶ月以内に完全憩退させ、○国連安保理決議435号（197

8）に基づくナミビア独立手続きを89年4月1日から開始するというもの。12月22

臥上記3ヵ国はニューヨークで正式に文書に調印、この協定は発効することになった。

アンゴラからのキューバ軍撤退とナミビア独立を連動させて考える「リンケージ論」は

クロッカー米国務次官補が提唱し、レーガン政麓と南ア政府によって推進されてきた。こ

れは∴南アのナミビア不法支配の＃続はアンゴラにキューバ軍が駐留しているからだと考

えるもので、南アのナミビア支配やアパルトヘイトの導入、そしてその下での多国籍企業

の支配の問題などまったく不同に付すものだった。18日の調印式後、調停役のクロッカ
ーが「超大国（米ソ）による紛争解決のモデJレケースになろう」と述べたように、ナミビ

ア独立問題は東西対立の図式をあてはめて考えられてきたのだった。　しかし、ナミビア

問題とはまず第一に民族独立の筒題である。88年5月から始まった3国交渉の最中、ナ

ミビアでは解放を求める民族闘争が急展開し、南ア支配をゆるがしていた。まず、88年
3月から7月にかけて果入学生、児童による学校ボイコットがおこった。11、学生から高校

生まで、ナミビア全学生・児童の60％にあたる5万人の参加者があった。
88年3月、アンゴラ国境沿いにある南ア国防軍基地から発射された迫撃砲は「誤って」

近くの女子学生寮を直撃．2人の少女が死亡する事件がおこった。3月17日、ボンホフ
ィ中学校の学生が南ア軍基地の即時移動を求め、学校ボイコットに入ったのをきっかけと

して、6月にはナミビア全土へとボイコットは拡大していった。この連動を組織していっ

たのはナミビア全国学生挽構（NANSO）だった。彼ら喝南ア軍・管楽の駐留を非難

し、②学校へ戻る条件として．とりあえず学校施設に隣接する基地の移動を要求していた。
これに対して、ナミビアの行政長官L・ビユナーは「学校内にシュルターを建設する」

として、基地の移動は拒否した。さらに、ボイコット支持のすべての集会等を警臭が襲撃、

指導居を次々に逮摘・拘禁．また．黒人居住区内では、政府の暗捌KOEVOETに
よるテロが続発した。

学校ボイコットが危機的状況にさしかかった時．ナミビア労働着全国同盟（NUNW）
が学生支持を打ち出した。彼ら臥○ナミビア北部の学校付近にある基地の移動、KO
UBOUTのテロ行為の終了、○すべての拘禁者の釈放を要求、6月20・21日の2日

間、在宅ストを行った。ストには全労働者の90％にあたる6万人が参加、特に主幹産業
であるダイヤモンド、ウラン鉱山では100％の参加だった。彼らは「親として、労静者

として」授業ボイコットを支持すると語った。

学校ボイコット（よ　7月19日、一応の終結をみる。学生・親・教師らの代表で構成さ

れた「人民議会」は、①当局は学生の復帰を妨げない、②北部の軍事基地の撤去を要求、

条件が満たされない場合は「さらに大きな行動」を起すことを宜言、ボイコットを終結さ
せた。NANSO代表ポール・カレンガは次のように藷る．r軍事基地は移動しなかゥた。

しかし、ボイコットによって、ある大きな目的を達成した。それIよナミビアの南ア軍に

反対してナミビアの人達がひとつになったことだ。独立交渉の結果がどうであれナミビ

アの労働運動が頼政闘争をリードし、ナミビアの将来を決定するのに重要な欄を果たす

だろう」

今回の独立交渉の締結の背景として、このようなナミビア黒人調争の前進があったこと

を強調しておきたい。彼らにとって「独立」よりもむしろ「解放」こそが問題なのだ。

（上林　陽治）

一7－
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WEEElⅣⅡAIl1988年12月2刷号
（南ア孜糎再三にわたってウイークリー・メイル紋の

記弧に対して．報道規制に抵触しているとの警告を送っ

てきたが、ついに1減‡年11月1日、同級は政府から4週

間の発行停止処分を受けた．平の動向及びANCに関す

る記事によって、政府に鋭い批判を浴びせたためである。

これは楔刊第一号からの記事です・‥訳者蕊）

くわ地場もどってきたまか娼える〉
われわれはもどってきた．まだ、大丈夫。阿い続ける

川感はできている．

4週閲の発行件止が痛手であったことは否めない．蓑

虫な広告費と販売収入を失って大きな損害を破った。し

かし、その間に受け取ったかけがえのない支援机われ

われの将来に対する確信をさらに強めてくれた．

沈願を敵、られたこの一ケ月．連帯のメッセージと支

援がどっと許せられた‥他国の制札入組体、ビジ

ネスマン、教会、編集者、政治級そして塵臆してく

れた一般の読者の方々。

たとえばEC加盟12ヶ国によって．プレトリアに対

する強い外交的働きかけ，つまり南ア鵬への強硬な抗

議がなされた．とりわけ感銘的だったのは、この期間吼

読者．広告主、仲間の報道関係者が力を鎧集してくれた

ことだ，（訳注ここの支援はかなりのもので、l弧の売

り上げ、広告収入，萩焼淡申し込みは穐抽した）

支臆してくれたすべての方々に感謝したい．そして、

南アのことを維道するというわれわれの使命を、これか

らも僧院することを絶来したい。

われわれの立場をもう一「度述べる．つまりウイークリ

ー・メイノ戒は，ストップェル・ポタ（内超大臣）の鼠

にさわることを訊－たかもしれないが、いかなる法棒に

も機していない。われわれのl罪」は、政府を批判し、

その政顕と飽変に岸間を投げかけたことだった。

われわれは今後も，そういった批判は続けるつもりだ．

■集者一目

傭船少ない伽と

みんな軸モ鳩路もの払っている
タンデカ・グクプレ

「どんな女も，それぞれ物讃るものをもっている」と

－8－

［＝■ユ二二＿
かつて豪側者だった臥ロスリン・ナーポは諮っ

た。r女たちと普くことJというテーマで先週ヨハネス

ブルグ‾稚された，南アフリカ作象会議での席上のこと

である。

アフリカ人社会ではたいてい、女が口承文学を鮒す

る役割を担ってきた、とナーポは漁った．しかし、それ

は盛■わってしまった．今臥アフリカ人女性作象はほと

んどいない．

ミリアム・トラディ、ナチィン・ゴー一一一ディマ、アハマ

ット・ダンゴーを始めとする傾たちが次々と発言した．

家邪労働者たちは、詩というかたちで自らの暮らしを顔

－、た．

「マダム、きょう．わたしは三本の附いています

・いま、わたしにはあなた噸なのがわかってい

ますか？あなたがこの16年臥わたしを必要として

きたように」とナーボは書いた。

「額棚者の凝らしはさびしいもの‾Fr。マダムの

濃艶屋に住み，自分の子どもや夫から遠く慮れて．たっ

た独りで蒸らすのですから，それでも毎臥屋敷に入る

ときはこコ二コしていなければなりません．それがマダ

ムのお望みだからです。マダム好どもを顔けて出掛け

るときl土、百パーセントその子どもたちだけのために尽

くすよう期待されます。そう努力しても1ひどく荷の重

い仕事です。たった独り、自分の効のなかに閉じこもっ

て・‥話し相手もないのです‾からJ

女たちの駄働く場所、家庭、そして社会での妓女

たちの経験に関することが多い．

しかしゴ」ティマは，女を一人称にしてr女性の内面

からj男が穿く場合に言及して、ジェームズ・ジョイス

の「ユリシーズ」の作中人物．モリー・ブルームを例に

引きながら、ジョイスはモリーの最も内面的な感梢を描

きだすことに成功した、と述べた．

タンゴ一敗男が女を茹こうとするときに直面する閲

温点に焦点をあてた。なんらかの形で女性の連動によっ

て変わってきた男は＿非蜘な椚垢な女のキ

ャラクター1を創り出す傾向にある、と番った。

これは、文学作品のなかで女性をネガティヴに借写す



ることへの反動ではあるけれど、同時に危奴なものでも

ある㌧男性の僧は．男であろうと女であろうと実在感

のあるキャラクターを創造するよう努力すべきだ．と枚

は述べた。

ナタールの女性組織を代表して、ヴェ二・スプリ7二

はメディアのなかの女性のイメージに関する面白い描写

を展開した．祝鮒素材を離しながら、広告によって

女に対して売りつけられているイメーゾに免点をあてた。

彼女軋主婦、セックス・ソンポル，吸入という女性

の三つのイメージに言及しながら、観衆をおおいに賃わ

せた。

大胆、櫻陸果敢，敏感．非常に個人主義的といった、

ポスト・フェミニストを担う女のイメージは、白人の女

性を対象にしているものであって、恩人女性を対象にし

たものではない。むしろ、黒人中産階級の女性に対して

は、清潔さに気を使ってスノウ・ホワイト（肌を白くす

るクリーム）（訳読こ白雪姫の意味もある）を使い、少

しでもアフリカ人らしさから遠ざかろうとする女性のイ

メージが完りつけられている、と。

「性的魅力はもっぱら白人女性の領域だった‥・け

れども、女性は自分のイメージを自ら変えていかなけ才し

ぼならないのです」とスプリア二は腐った，

黒人女性作家が育たなかった克任は、若い詰人によっ

てr教育のホロコースト」と表現されたパンツ一員首に

ある、とするの鯛戯鼠だった．が、それは家棚者組

合によって修正されつつある。この組合の手で、家猫労

働者の作品がまもなく出版されようとしているのだ。

また．00餌Ⅷ（南アフリカ労働組合会議）は、労働者

の作品を集めた作品勃≡（インジューナ）を増刷する計画

である．

チビもたちは自分の詩を疏んではいるが．そこにはチ

ビもらしさがまったくない．「ポタとその（桐たちは、

自由という列車の到着を遅らせるために、あらゆること

をやっている」（『自由という列車』）‥・11虚の

UⅣⅠfAナミビアに敵ショ｝ン．ジョンソン

プラザヴィルで議定書が調印される庭臥ジュナス・

サビンビ率いる脚ITAの兵士とその支持者は，ナミビア

のカプリビ刷込大した．

同地からの掛こよれ1、もしもアンゴラ・ナミビア

和平工作が毅㈱こ達するとするならば、アンゴラ

の反政府勢力が国連平和監祖翠の到野を先取りして．地

歩を囲めようと、戦時を展開しているということである．

南アフリカ国際問題研究所のアンドレ・デュ・ピザ二

は、それはr削TAフ7クター」と呼んでいる。プラザ

ヴィル交渉のなかで目下難行しているキューバ軍政兵問

題よりは、こちらのはうがを南西アフリカの獅決に

とって極めて蠣こなる危険性を革んでlヽる。「

合意によって肌朋が晶も利益を得るということもあり

うるので、州tTAが交渉に圧力をかけることはおま鈷＼に

考えられる」と被は述べ払

アンゴラの通信社アンゴップは、UmAのゾヤンバ指

令部がカプリビ回廊のチェグト地区へ転進した、と主弘；

している。この主張は一見おおげさなようだが，同地区

のlmlTA勢力カ朋したという確かな報告がある。

カプリビ掛IT周王とナミビア市風習の抗争が、

このところすでに二件報じられている。そのうちの一件

は．国境のナミビア匂削こある、mmの胤　と

いわれる地域内でのものだった。

アンゴラ反勧存軍は、この8月に透した合意に基づい

て作られた．アンゴラ・キューバ・南ア合同軍事監視委

員会（∬C）の存在を無祝して．カプリビ回敵良人し

たと言われている。

デュ・ピザ二によると、ジュネ爛れた16

項目の監視基本集のうちたった11項目しか含悲されて

いないという凸「このことカWlT欄良人の疏行を

可督凱こする東射こなっている」

手相夜、サピンどのとった召捕暮

南西アフリカ地域罪（S仙叩＝ナミビア醐）

はr州が南西アフリカ・ナミビアに軍の基地を軌1

たことはない」と割＼切るが．反政府勢力と組嘲、た

人々がいることは凝り返し報じられてきた。

デュ・ピザ二はrm1Ⅵがストリップに良人した事

実を示す」独自の報告をしている，

ザ・ナミビアン紙の記者ラジャ・ムナマヴ7吐．つい

最近もナミビアのビジネスマン、ツメプのマーチン・カ

ンパンダ粍臥カプリビ回廊内の村マルキュッソの、

mlTA r統括地或jで「捕らえられたJと報じている。



カンパンダl丸刑ITAのキャンプの境界内に入り込んだと

伝えられていて，まだそこに捕まったままだ。

ザ・ナミビアン鎖はまた、去る10月、ナミビアのカ

ヴアンゴ地区での事件に対して貸任があることを肌ITA

が認めたと報じた。数軒の農家力糊によって攻撃さ

れ．「アンゴラ醜付近の住民は、哨粧オヴアンポラン

ドと呼ばれる北部とカケアンゴの住民は，今年になって

から肝【職兵がこの地区に出没すると言っている」

r武装蜘レくンティブト＝山賊）はなんの障害もな

く国境地区を自由に動きまわれるようだ‥mI加が多

くの事件の背後にいることは確実だ」と新聞は報じた。

長引くアンゴラ・ナミビア和平交渉は、今週すべての

園係潮力が和平改定割こ調印するためコンゴの首都で
一堂に介したことで、脚に入った．

同時にプラザヴィルには、ソ連の高官と劉A和（南西

アプリ九人珊）のメン′く一、そして伸介杜の含州回

の一団がいる。

土髄になって、主にキューバ軍撤退を確実に進行さ

せる具体案について南ア側から懸念が哉明され予定さ

れていた日程が一日遅れた。南アの代表が話し合いの瑞

に遅れて到着したとも伝えられている．

アンゴラ側にもま通念はある。ルワンダが．直進の

ナミビア独立計酸倒される前に、南ア軍がアンゴ

ラのキュアンド・キュパンゴ地方から数進することの最

後の橋正を求めたのだ。ここはⅢlTが最も強力に戒括

する地域だ．

しかし「（27ケ月間に5万のキュ〉バ兵の撤退とい

う）批准案は、和平交渉の重みを酎‾ことになり，すべ

ての勢力が交渉に深く力を注ぎ込んできたので、もう逃

げ出すことはできないだろう。酵着力稲美であるこ

とは考えられない」とデュ・ビザ二は蘇った．

南アのビック・ポタ外相が．この腹掛印の

ためにコンゴlこ飛ぶことが予想される．このようにして．

国連唖闇鰯擁班仙bdが1弧9年早々にも肋且

される見通しが出てきた．

議定書には、庖醐ガ調印される農かな日程

が含まれることが予想される．外交的な日程からいくと

1月16日が縫有力候緬にあげられるだろう。独立計画

妾の淑　3月にも開始されることが予羞lされる．

カプリビ鴎の親しい隣人からこのような「切り捨て

jを受けることは．肌lTAも予想していた．ある消息筋

によると、肌ITAの動きの背後にあるのは、キューバ軍

政過向恋の鰍、繭7カl川ITA支援を打ち切るのではな

いかという恐れである、と伝えられている．

Unu鳩畑1若し南ア軍が出ていく前に、このアンゴラ

反政府勢力は、ナミビア内に彼らの基地を確保する必要

があると考えているようである。

この方法でいけば、肌ITA兵とその支持者は組民ある

いはナミビア人として移動することができる．そのとき

「胞キャンプはジャン′も、の鵬摘雨として

使われることになる。マラウイで、モザンビークの反乱

勢力を挽物してしまったのと同じように．

これは国連軍を「ばかにする」ことである．たとえど

のような平和那臣が進もうとも．これではサビンピが陸

めて重要な食陸と燃料の援助を確実に受け続けることに

なってしまう。

南西アフリカ地域匿（9甘Ⅳ）は．カプリビにmIm r

狂民Jがいるのではないかという質問に対しては、「赤

十字とか自治体のよう適当な当局」にきいてくれとい

って、答えようとしない．

さらにデュ・ビザ二カ儲する不安要因は、脚lTAと

結託する人々がカプリビ地区一等に広く臥することで

ある。rモすシピークで起きたように、集団的な武装盗

賊団（パンデットリー）が出朝‾る可能性が極めて高くt

もちろんこれを（南アがト甲謳的に援助しようとする可

能性を否定するものはだれもいないだろうJと彼は述べ

た．　　　　　（構成、編．訣：笹生＆くぼた）



1　9　8　9年くま：

金　一　うデイヤをタ－ゲッ　トiこ！

12月13日の昼下がり、恵比寿の事務所に所用で行ったのだが．ドアを開けたとたん、

壁に向って腕組みしている上林さんの姿が日に入ってきた。久しぶりに会った彼と軽く世

間話をした後、やおら上林さんが「実はね・・・、参っちゃった」と頭を抱えながら話し

始めた。
ざっと要約すると、デ・ビアス社主催でダイヤモンドの似合う男女に贈る茸の受賞式が、

今夜6時、帝国ホテルであり、その対応に困っているというのた。某ジャーナリストが問

い合わせたところ、名誉受賃者の名は男が蟻川幸雄で日くF断固式には出る』と強気。女

の方は吉永小百合でFそういうことを知らなかったので検討中』（秘書ま、鎧局彼女は受

賞した）という返答。審査員の大村太附まFデ・ビアス社の太社がロンドンだから関係な
い』。原料が南ア産だが、という間にも『原料のことまでは考えない』と拒絶。第三国を

適してさえいれば、南ア産、ナミビア産のダイヤモンドを日大が輸入してもかまわないと

言うのだろうか。

しかも大村太郎は、ツツ主教に「今、日本で何ができるか？」というインタビューをか

ってしたそうだ。彼の国際ジャーナリストとしての肩書に恥じ入らないのだろうか。

上林さんが対応策を考えたものの時間は空しく流れ、紬を引き出せないまま、私は夕

方事務所を出て家路を急いだ。

後日聞いた議によるとある記者に対して『南アのことを質問しなければ会場に入れる』

という圧力もあったそうだ。

さらに、「ビジネス・ジャンプ」の懸賞にクルーガーランド金貨があったことを知って

いる人も多いと思うが、これは抗議が効を奏して、取り止めになった。集英社の編集者は、

『何も知らなかった」と無知をさらけ出し（手前のことはタナに上げさせてもらっていま

す）大出版社の編集者が！？と疑いたくなるような記事だった。

この2つの動きはボイコット委員会の今後の活動に計らずも弾みをつけることになった。

というのも、ミーティングで1989年は、

1、商品ボイコットのスライド作り

2、金・タイヤを中心にしたボイコット

この2つを柱に活動しようと話し合った矢先の出来事たったのだ。

過日、上野松坂屋の高級貴金属売場を歩きながら思ったことは、ショーケースに腹黒と

きらめく金・ダイヤを目を輝かせて見入っているご婦人方の美意義が．果たして変るだろ

うか、ということだ。

人の芙意義や価値感を簡単に変えられると思うほど傲慢ではないが、問題を問題らしく

提出せず、ごく普通に平素に生きている人たちの心に染みわたるような自然な連載Iができ

たらいいなぁと凡人である私は思っている。

1989年の社会を見据えながら「私にとって、なぜ今、反アパルトヘイト運動なのか」

気要らずに答を出していきたい。

おことわり－『』内の文章は大人が言った通りの表現ではなくおおよそこのよ

うな意味で話されたのを又聞きして書きました。事実誤認がありましたらご指摘くださる

ようお願いいたします。（矢野　真理子）

－11－



世界キリスト教協議会・前踊国会議に出席して
松島　多恵子

11月2ト、づ5日まで、南部アフリカ・ジンバブエのハラレで行われた　r前線諸国会議」に

出席した。この8月、J AAC主催の　r反アパルトヘイト・アジア・オセアニア・ワークシ

ョップ」の為に来日されたジェームズ・ムタンピルワ氏が中心となって進められた会議で

ある。世界キリスト教協議会（wee）＜人種主義と闘うプログラム＞の委員会が事務局とな

って開催されたもので、文字通り、アンゴラ、モザンビーク、ザンビア、レソト、ボツワ

ナ等、南アの侵略に喘ぐ前線諸国の教会から次々と惨状が報告された。参加者はアフリカ

各国・欧州・米・太平洋地域等の教会関係者を中心に150′〉200人。アジアからは私の知る

限りではインド、ベトナム、日本キリスト教協議会の君島氏、そして私といったところ．

韓国の教会も招待されていたようだが、許可が下りなかったのか、欠席だった。「非宗教

団体で本当のグラスルーツなんて、あなただけじゃない？」（君島氏）と言われてしまう

くらい、REV．（～師）だのDR．だの、多くは世界中の会読を駆け回っているような人々だっ

た（私はもちろん国際会議の参加は初めて）。

会議は、最初の2日間が主に前線諸国や各解放組織からの報告、3日目に難民キャンプへ
の訪問、4日日に残りの報告とまとめ（反省・質疑応答）、5日日に小グループからの報告と

ジンバブエ名所の訪問・日という具合。J AACの指勅報告を求められていたが、その割当

が最終日だったらしく、結局出来なかった（最終日にはジンバブエを発つ予定だったので）。

各国の受難を一つ一つ取り上げることはここでは出来ないが、しかし状況は皆同じと言

ってよい。政治・経済・軍・警察等々、あらゆる面において狂ったメスを振り回す南アの

不法支配と略奪．人々が寝入っている夜の静寂を奥如として破る悲鳴。女という女・子供
という子供は強姦され、巨大なローラーで塗りつぶされるように殺され　‥・そして、眼前

で身内を虐殺される光景を目撃させられ、深い精神的衝撃を全身に浴びせられる子供達。

モザンビークでは20万人以上の子供が親の所在を知らず、国内の36％にあたる小学校が破

壊または閉鎖され、至るところで拷問により耳や鼻、乳房を失った人間が見られるという。

モザンビークからの報告者は、「この国の情勢は”殺し”、打．略奪”、”不安”という3つの言葉

で表せてしまう」のだといった。何の誇張も虚飾もなく。日本ではもうまるで遠い国の出

来事としてくらいの印象しかない言葉だが、報告される「難民」遠は、確かに危険などと

いう水準をはるかに越えた水位に浸かっている。後にも少し触れる、私達が一日かけて行

ってきたマゾエ難民キャンプの子供達は、快活でよく飛び跳ね、好奇心旺盛のどこにでも

いる子供だが、避熟して来る際に火傷を負ったのか、顔半分つぶれてしまっているような

子や、今は元気でも栄養状態が改善されなければそのうちもっとやせ細ると思われる子が

しばしば見受けられた．

だからこそ、情勢が深刻すぎるからこそ、私はこの会議に失望と危供を感じ得ない。
”餌1dlarity（結束）”、”umite（団結）”‥．それらが必要とされているのはもう自明L「アパ

ルトヘイトの廃止を目指して」「南ア人種差別政権の打倒をl」‥・。演説のために用意され

た没個性的演説の連続を聞きかねてか、ANCからの代表は「いったいいつまでこんな会議

を繰り返すのか。今は話合いの時ではなく、行動するときなのだ。」と半ば怒りをこめて発

言した。しかし、何もなされなかった。これだけの巨費を投じ、人材を粂めての会議にも

拘らず南ア政府に何等の衝撃も影響も与えること無しに地元の新聞に載っただけで終わっ
てしまった。もちろん一回限りの会合で飛越的成果を遂げることは不可能だが、目新しい

アピールや行動への提起などは無かった．
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また、会議場内外で感じたことの一つに、黒人と白人の間における超え難い1’壁■●の存在

があげられる。会議によっても大部違うらしいが、夕食で8人掛けくらいの円卓テーブルに

着く場合、会議中2時間毎にあるコーヒーブレイクの時での歓談、難民キャンプへ向かうパ

スの中の座席，そしてキャンプでの行動も白人は白人同士、黒人は黒人同士で固まる。キ

ャンプへの道のりは4時間．凸凹の道でしかも長時間は、たとえ座っているだけでももち

ろん疲れるが、ほとんどの白人は着いてから、集団で話を聞くとき意外は木陰で休むか、

カメラのシャッターの音をしきりに鳴り響かせるだけ。ある男の人は、私がたくさんの小

さい子にまとわりつかれているところを撮って、「後で送ってあげるから住所教えて」と言

った。また、往路の途中休憩所で何人かの白人女性が、ごく普通の黒人の家族（別に飢え

ているのでも何でもない）に自分達の昼食用のお弁当を遠慮しいしい差し出しているのを

見て、悸然とした。「あの神様気どりの満足気な笑顔見た？」とナイジェリアからきたジャ
ーナリストに言ったら、「そんなものだよ。」とあっさり答えた。私は、白人に対する偏見

のつもりとか、キリスト教徒を批判しているつもりとかは全く無い。しかし彼らを見てい

ると、とても黒人とr一緒に」、たとえ意識の上だけでも「対等」に闘ってみようというつも

りでいるとは思えなかったのである。

この会議を通じていろいろな人と話をすることが出来た。南アの完全な支配下にあるあ

るレソトの牧師、ジンバブエのレポーター、会議が始まる一過間前にソウェトで甥を警官

に殺されたというスワジランドの女性etc‥・。南部アフリカの未来について語ってくれた

これらの人々の多くは、悲観的な意見を持っていた．ANC・PACなどの解放嵐織内に

報えない「権力」の為の闘争によって若い層が醍反して行きつつあること、少しずつ豊かな

黒人を増やして保守化させ、抑圧されている人々との連帯を阻み四分五裂化を狙うポタ政

権のアメとムチ政策　‥・．完全脱却するのにあと半世紀も一世紀もかかるのではと思われ

るほど強大なプレトリア政権。その南アの支酉己力と、個々人の力・権利・主我と比しては

るかに高くそびえ立つ日本企業の圧倒的優位性が重ね合わさる。様々な地域における、声

を出したくても出せない人々、その声を辛うじて代弁してくれる一握りの人々と手を取り

合うことが何よりも求められていることや、J AACのNGO（非政府組織）としての役

割を改めて考えた。私達のアジア・オセア二

ア・ワークショップも発足したばかりとはい

え、日本政府や世論に対して効果的に訴える

手段をどんどん模索していかなければならな
い。女性としての考えを少し言わせてもらう

と、日本では、女性達が本当に社会的自覚を

持ち、人間としての権利を主張しきる前にも

う”男女共存””女の時代はもう古いトという

保守傾向が見え隠れしてきている．男性優位

も白人支配も同じ差別。いま世界では、ここ

で市民レベルがそれぞれ抱えている間調の解

決を諦めてしまうと、綱引きでずるずると負

けるように自分達の権利を失っていってしま

うのではないかという様な空気がある。だが、
「独立前、本当に本当にたくさんの人が死ん

だんだよ」と怒りを抑えずに言ったハラレの

タクシー運転手のパワーが一つ一つ集まれば、

平等実現への道のりは近くなると思う。



～中学校の文化祭にみる反アパルトヘイト～

10月15日（土）、町田市の南嵐．新興住宅街に位置する『町田市立つくし野中学校』の

文化祭で、「人種差別」を取り上げたクラスがあると聞いて、きっそく訪問した。

中学1年の学年テーマが「日本と世界」で、「軟争と平和」や「自然破壊」等、お祭り騒

ぎの多い大学祭に優るテーマに取り組んでおり、「人種差別」をテーマに選んだのは1年

C組。

生徒達は、行動委員会やANC東京稀所、ジンパフてェ大使館を訪ねて集めた資料やパ

ネルを展示したり、マツイーラ氏の講演を企画して「アノウレトヘイト」同語を訴えると共

に、在日朝鮮人や蔀落、アイヌ人など、日本の中にある差別の歴史や背景を丹念にまとめ

ていた。特に「アパルトヘイト」について、遠いアフリカの国の問題ではなく、日本との

貿易関係や名誉白人に触れ、日本そして日本人と無関係ではない事にも言及していた点は、

大変な見議であった。もし欲を言わせて貰えるならば、彼達や彼女達と同じ世代の南アフ

リカの子供達が、競い、捕えられ、拷問され、それでもなお生命を賭て勝ち取ろうとして

いるものは何か、その姿や思想や生活や夢を、日本の子供達のそれと比較しながら考察し

てみて欲しかった様な気がする。より理解を涼めるためにも。

生徒達の鉱、感想は、F同じ人間として』、『かわいそう』という素朴な反差別勧ヽ

ら、F身近な小さな差別から無くして』、7日本人という事が恥ずかしい』と、自分達自

身の問題として受け止め、差別の存在や事実を知ったからには自分自身の姿勢を正してい

こうとする意見まであり、何よりも、このテーマを選び、調べ、知る事により、この教室

の生徒達の得たものは大きかったに違いない。逆に今まで、いかに知らされていなかった

か、という事ができよう。

ちなみに、生徒達が取り上げた「アパルトヘイト」「在日朝鮮人J rアイヌ」差別の各々

について、「いつJ rなにでJ知ったかをアンケートしたところ、「中学生」になってか

ら「授業や教科書」でこれらの差別を知った生徒は全体の約7割で、この「文化祭」でと

答えた生徒が、2割あった。特筆すべき点は、

①「アイヌ差別」を知ったの旺「授業や教科書」よりも「この文化祭でJとの答えが餌％

以上あった事、

②自分自身の問題として差別を認識した、と倭陰的Iこ答えてくれた生徒の多くは、「讃業

や故障ぎ」ではなく「文化祭Jの準備で、自分達で調べたり、嘉を聞きに行ったりした

奉が動機づけになっている事、

である。



まさしく、不払合な部分を隠そうとする日本国家や日本人社会の在り方、受験に偏向した

教育へのアンチ・テーゼではないだろうか。

そしてまた今まさに、日本人として、自分自身の生き方、考え方として、差別問題を藍

誠し始めた若き彼らや彼女らに対して、「私達の力で何ができるのか」、「何をすべきか」

「何から始めるのか」、様々な運動を適して答えていくこと、人間としての生き様を示し

ていくこと、正綱望を次の世代に引き継いでいくことが、我々自身に潔せられた嶺題

であり、姿勢でもあることを改めて心に受け止めつつ、校舎を後にした。

最後に、つくし野中学「1年C組」の皆さんへ、心を込めて、

『‥・世の中のお父さん、お母さんは、何一つ持って行かない

皆、お前達にゆすっていくために、命あるもの、よいもの、

美しいものを一生慧命に造っています

今、お前達は気がつかないけれど、ひとりでに命は延びる

鳥のように歌い、花のように笑っている閏に気がついてきます
●』

（河井酔名「ゆすり薫」より）

1mIl州Il川l冊＝llllll川Illll冊Il…l冊Itlll川州11酬Ⅲlmm川IlIl川mmmmlilll州州州

国王芸芸芸芸芸ご芸；去＿　区∃

”日本と南アの間の一般の人々とのコミュニケーションを大切にしていきたい”

－と、私達JAAC手紙委員会の肥舶ERは患っています。そんなコミュニケーショ

ンを育てるために、そして南アの人々のr生」の声を多くの日大人に組介するため

に、JAAC手紙委貞会のニュースレター「FRI川口SltIP CLUB　陀腎S」を1月から

発行することになりました。第一号のために、南アフリカから届いた友人の手紙の

齢とJ服鵜川の返事、及びエッセーなどを1月14日（土）の肥ET川G（於文京

婦人センターT軋814－6159、6；00聞一県00Pl）までにお願いしています。

手紙委員金肥舶Eだけでなく有志の参加を大いに期待しています。（ブライアン

・アムスタッツ）
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＜アシナマリ＞　　　　　1989年2月14日から
日本公老亮のお知らせ　　　　場所：パルコりヾ－ト3

「アシナマリ」。タウンシップで、だれともなく口にされたことばだったのだろうか。
一方的な家賃値上げに対して、憤怒を吐き出すようにして口にきれたことばだったのだろ

うか。アシナマリとは、‘qehavenoユOney（おれたちには金がない）ガという意味の

ズールー語だ。

家賃値上げボイコットを指導して殺されたムシズィ・ドゥーベという男をめぐって5人

の囚人たちがくり広げる監獄内でのドラマ。「延れ、アルバート“Woza Albert〝」（こ

の作品のシナリオは京都の南部アフリカ問題研究会と大阪の女性委員会の手で翻訳発行）

で日本でも知られたムボンゲ二・ンゲマの作品で、1983年にダーバンで初渡された。

舞台は極めてシンプル。全員同じ囚人取を着た5人の男たちと、5脚の椅子．登場する

舞台装置はほとんどそれだけ。一人ひとりが、なぜ監獄に入ることになってしまったかを

語りながら、ことば、歌、腐り、マイムによって，途切れることなく一幕十三場の舞台が

展屈されてゆく。

単純化された筋書きを支えるr事実」が動かしたがい重さを伝えてくる、と同時に、浸

ずる役者一人ひとりの表情の向こうに、無数の人々の顔が見える。

羊東京公演　日程＊

2月14日～28日（21日は休漁）

平日7：00pq囲演

土曜（1臥25日）3：00、8：00

日曜（1臥26日）3：00　開演

暮料金　5、000円　（全席指定）

（行動萎事務所で買うと4．5抑円に

なります。i皇室豊or土塁まで）

なあんて知ったかぶりして書いてしまいましたが、要するに、ちょっとびっくりするよ

うな迫力に満ちた舞台が予想されます．といっても、わたしはビデオしか観てないし、ム

ボンゲ二・ンゲマにしてもつい跡、としたことから知るようになっただけで、詳しいこ

とはr廷れ，アルバートJのときからよ－く知ってる楯庶さんとか、京都、大阪のみなさ

んにきいたほうが早いでしょう。（ちなみにソウェト蜂起のときの授業ボイコットの主段

となった子どもたちを描いた次作『サラフィーナ』はさらにヒットしたと伝えられていま

す1．

今回の公演については、シナリオをちょっと先に読ませてもらい、蔽劇そのもののすぼ

らしさに心打たれてチケットを顔かってしまった手前、ごちゃごちゃと矛眉をかかえなが

らもこの号を借りて宣伝したいのです。ただ観るだけではなく、できるだけ∴南アフリカ

の現実のなかで生きている作者，役者、スタッフの方々と接する機会を、わたしたちも持

ちたいと思います。みなさん、ご協力くださ－い。　　　　　（くぼた　のぞみ）
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『場祭にて』

11月27臥駒場類で私たち東大反アパルトヘイト運動連絡会主催の反ア′りレトヘイ

トのイベントが企画された．私たちにとって反アパルトヘイトの運軌は初めてであり，人

数も少なかったために　準編段階に色々とミスがあった帆　上智の人々の協力もあって

何とか無事に済んだ。このイベントは二部で構成されていで、一部は黒人意蔵糸の学生組

＃（SASM）のメンバーであったマシャ・モコエナ氏の講演．二隕よ縮厳氏，闊俣瓜

緻本氏（朝日新聞記者）．天未氏（役人）の多彩なパネラーを招いてのシンポジウムが行

われた．

マジャ氏の講演については．私自身害への対応に追われて、ほとんど蘭けなかったので

余り語れない．ただ被が高校生の活軌菜として垂加したソウェト蜂起の惰韻をありのまま

詰ってくれたことが印象に残っている．ソウェト蜂起のデモは完全に合法的であったため

に、子供たちは警察権力や軍陣の介入は全く予期していなかったらしい．子供の平和的な

デモによす治安飾隊が犬をけしかけて事撃し　その後￥陣から即時解散の命令が出て　数

分後発砲したのである．デモは数万人の規漠であったために．蝋赦しようにも解散できな

かったそうである．まことに組と吉うより他ない．

第二郡の「日本とア′りレトヘイト」のシンポジウムは、議論か自熟した．元アプリカニ

課長の天真氏を呼んだのは．横線氏と大激論を戦わすためであり、また政府関係者である

椴の本音を聞きたかったからでもある．松本氏には、圭に繭アの日本人社会について請っ

てもらうことになっていた．欝俣氏の基調が終わって、いざ全体討論が始まると、予超さ

れていた大激突は起こらなく　経済制裁の技繭的な問題に議論か染申した．司会である私

が途中で少し楕腺氏にちょっと天水氏を叩いてくれと要望すると、桶良氏はうまく答えて

くれて　天真氏の真正面からの攻撃．補綴氏と天太氏との火花散る濃論。焦点は．ア′りレ

トヘイトの問題に取り組む場合、自分の生き方　価値観　自分の寮かれている江嶋のオ店

など問い画す姿勇が必要か否か．楕頗氏は　天木氏が役人という江増を越えて、自ら問い

直す形でアパルトヘイトに取り組むことか大切であると主張．一方．天末氏は、ア′りレト
ヘイトの問艶に取り組u象　自分の置かれている立場，価値観などを問い轟すと自分を追

いつめることになるために．アパルトヘイトの問題のみに限定すべきであるとぬ■．結局

二人の議論には歩み寄りのないまま次の讃福であるr名誉白人」の閉篭に移行．松本氏が
「日本人は日本かは済大国になるにつれて、黒人への鑑度が変わり．意まも徐々に名誉白

人化した」と言及．やがて「我々市民、学生は由アま人のために何をすべきか．」という

議論の公開討論に突入．学生の乱唱からの意見か出て．市民ボイコットもいいが大学に基

盤を持った学生の連動も必要ではないかと言う提案力lあった．結局シンポジウムは2時間

近く延び超ロングランになった．

ところでシンポジウムの撮大の焦点であったアパルトヘイトに馳（り鍵lむ疫に自己を対象

化するか否かという議論について私の意見を少し述べさせてもらう．私はアパルトヘイト

の問題に取り組むことは、自分自身を闘い直すことであり、この世の在り方，社会檎進の

仕組み周い直して行くことでもあると思っている．この意味で，私は欄掠氏の意見に無痛

するのであり．天太氏のように勤瓶の立場からアパルトヘイトに反対し．自己への視

点を切り捨てるやり方には納得できない．私たちが閉篭にしなくてはならないのは．現状
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肯定の意義であり、まさにこの盈iこそが日本のアジアへの経済侵l略、日本社会の胡粧・

差別構造．そして由アへの日本の加椙をたとえ意図せずとも、結果的には許しているので

あり．現社会に異議を唱える人々を鵡外しているのである．顔アとの貿易量は日本の貿易

額のた　った1，6に週ぎないのだから、痍アとの貿易をやめていいのではないかというよ

うな論は現在みられるGNPナシ可ナリズム．あるいは大国立濃に乗った形での見方で

あり、これは今の体制に絡み取られることになる．それなら他の地域での経済侵鴫．他の

地域での差別的雇用は許していいかという疑問が当点生れてくる．つまりせり返すようだ

が日本のア′りレトヘイトの加担を糾弾することは、日本の在り方．その中で生きている自

分の在り方を問い起すことであり，結局は自分にブーメランのように返ってくるのである．

このような社会，自分への問いから逃避するならは＼日本の他の網羅的な国へのあらたな

加桐を許してしまうはめになる．また日本の差別的、抑圧的社会構造のとに在っている「

市民社会」に乗っかかった形でア′りレトヘイトに反対していれば、いざ南アに行ってみる

と鏑ア白人社会は思ったはと悪くはなく、日本とも大して変わりないということで「名誉

白人」として生きることになりかねない．東大反ア′りレトヘイト連絡会としても、現状肯

定正論を撃ち、あらゆる週元主義的短絡思考を轟くことを通して、絶えず社会と自己を対

峠させながらアパルトヘイトに取り組むことを目標としている．また日本のあらゆる差別

抑圧に反対する人々と違帝しなから運動を広めていこうと思っている．
…・・・剛の一学生から

☆アフリカ行動委鼻会スケジュール☆

月10日（火）7時　1989年最初のミーティング　　恵比寿事務望

月14日（土）6時　南アに手紙を書く会　　　　　文京婦人センター

（地下鉄丸の内線太揮三丁目下車3分）

月288（土）新年会　P．17参照

月29日（日）3時一一5時　NCC主催　反アパルトヘイト集会

山手教会（渋谷公薗通り）

＊昭和六十四年つて、なんか耳慣れない。私は勿論1989年が好き．世間の人
は自粛しているみたいで．六十四は数えるくらいしか日にしていないが、とにか
くへんな状農で新年になってしまった気がする。（たむ）
＊あけましておめでとうございます．
昨年中は、おたよりやカンパ（切手を14000円分も送ってくださった方もあ
りました）をありがとうございました。今年も、愛読していただけるニュースを
目指しますので、どうかよろしく．（Tom高繍）
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