
〆ルター
"レ

%′んんαご υヤ̂ιυ
`イ

タ%ι/2  published by JAAC/Osaka

1991

2 /25

101

一眩

¨̈一一一一一鼈

ネルソン・マンデラ歓迎西日本集会にて利 |1田一郎主教夫妻とマンデラさん
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「こむらどニュース」が 100号 を迎えたこと

に対して、私的な雑感を寄せたいと思 う。例えば

解放団体が創立 79周年を祝うということは、一

方ではそれだけかかって目的を達成できなかった

ということになるから、必ずしもおめでたいこと

ではない。だから、「こむらど」の場合も、歴史

の長さとか、回数の多さというのは、誇るべきこ

とではないだろう。でも、私はタンザニアの地か

ら、下垣桂二さんにおめでとうと言うとともに、

創刊号の編集人であった、いはば身内の一人とし

て、嬉 しいという気持ちを表したい。

私と「こむらど」の出会いは、 72年 8月 の、

ギニア・ビサウの解放闘争の指導者であった、故

アミルカル・カプラル夫妻の来日に遡る。東京の

御茶ノ水で開かれたささやかな歓迎集会に、弱冠

20歳の下垣さんが「こむらど」の代表として竹

田美保子さんと共に上京し、ラジオを贈呈 した、

そのときである。当時は、ポル トガル領アフリカ

(ギニア・ ビサウ、モザンピーク、アンゴラ)の

解放闘争が最終段階を迎えており、やがて 73～
75年にかけて、続々と独立を達成 した。しかし

ジンバブエやナミビアの独立戦争は進行中ではあ

ったが、まだまだ先のことと思われた。南アフリ

カ共和国のアパル トヘイ トは牢固としてあり、ネ

ルソン・マンデラさんはロベン島にあった。

そういう時、つまり日本ではまだアパル トヘイ

トがそれほど注目を浴びていない時に、「こむら

ど」に出会い、下垣さんに「とりあえず 10年」

と誘われて、しこしこ、よたよたと続けてきて、

今タンザニアに住んでいる。その時は、高い壁の

向こうにいたマンデラさんが、大阪のプールサイ

ドで、私たちの仲間の手を握ったというのは、夢

のような変化である。アパル トヘイ トの崩壊は射

程の内に入り、私たち」AAC(日 本反アパル ト

ヘイ ト委員会)の運動も、マンデラさんの来日で

一つの分岐点を過ぎたのかもしれない。

もちろん、こうした変化をもたらしたのは、ア

ダルエ スサ ラーム 利民 2卜不 IJ挺垂

フリカ人の自己の尊厳をかけた闘いである。それ

が国際社会を動かしたのであって、一握 りの人物

に操られている (?)国際政治の冷厳な現実によ

って与えられたというようなものではない。そこ

を間違えると、米田某のようなジャーナリス ト的

解釈が出てきてしまう。しかし一方で、「不屈の

闘士マンデラ」というイメージに捕らわれてしま

うと、昨秋来日したANC(ア フリカ民族会議 )

の代表団に失望してしまうのではないかと思う。

「こむらど」「ニュースレター」とか「朝日新

聞」や当地の「 Daily News」 から推演1す るしか

ないのだが、憧れの英雄マンデラさんを迎えた日

本の人達、特に」AACの 仲間の中には、感激と

ともに若干の戸惑い、失望があったように伺われ

る。それは反差別闘争の英雄と現実の政治家との

間にある落差のせいかもしれない。私たちは、解

放闘争の戦士たちが、現実の政治家に転身する中

で、どういう変貌を遂げるかは、何回となく見て

きていると思うのだが、今回の場合はそれとは少

し違うかもしれない。熾烈な権力闘争を闘ってい

るANCの カリスマ的指導者として、マンデラさ

んは国際的に支援・認知を取 りつけるという重大

な任務を帯びていたのだろう。逆に言うと、それ

だけ南アフリカ共和国国内でのANCの 力は、ま

だまだ不安定なのかもしれない。そう思うと、海

部首相が、一団体に資金援助はできないと断った

のは、一部分の正論であるのかもしれない。

私に南アフリカ共和国の国内情勢を判断する材

料は乏しいので、もっと私的な思いを書くと、今

回のANC代 表団の一員であったスタンリー・マ

ビゼラさんは、85～87年ころ、ANCダ ルエ

スサラームの代表であった人である。」AACの
多くのメンバーが、SOMAFCO(ソ ロモン・

マシャング解放学校)支援に関して訪れたり、ま

たSOMAFCOか らシェンペさんを迎えること

ができたのも、彼の力が大きい。オリバー・タン

ボANC議 長の来日時に、」AACと 接触しても



らうため、私がルサカのANC本 部に飛んだとき

も、彼の助力を得ている。日本の情勢について、

私のつたない英語での説明を、よく聞いてくれた

ものだった。しかし、来日中にマンデラさんが」

AACの メンバーと会わず、それがANC側 の評

価だったのかもしれないと思うと、自責の念にか

られてくる。私が84年からダルエスサラームに

いて」AACと ANC、 PAC(バ ン・アフリカ

ニス ト会議)と の連絡役をしてきたのは何だった

のか。

ANC、 PACと 言わず、日本のこと、特に日

本国内での反差別闘争に殆ど無知であるし、例外

はあるが、余 り知ろうともしない。欧米風のAA
M(反 アパル トヘイ ト運動)の ように、支援を求

められるだけである。私は、支援運動と言うより

も、対等の人間関係を作 り出すために、お互いを

よく知 りあうために、人間の交流を細々ではある

が、追求 してきた。しかし、 SOMAFCOで 働

く日本人はついに現れず、日本への留学も実現し

なかった。私としての努力はもう放棄している。

もう、南アフリカ共和国国内と直接つながれる時

代なのだから。」AACの 今までの弱点で最大の

ものは、南アフリカ共和国の民衆 とのつながりが

弱かったこと、フィール ドを持たなかったことだ

と思う。お互い生の人間として格闘することが乏

しく、どうしてもきれいごと、机上論に流れやす

かったのではないか。それはややもすると、自己

満足的な運動につながる。しかし、これからはも

うそんなことはないだろう。

マンデラさんの来日をきっかけに、」AACは
新しい脱皮を準備していることと思 う。誤解を恐

れずに言えば、ANCと いう、現実の政治の中で

権力を目指す政党とは一定の距離を置きつつ、」

AACと して南アフリカ共和国の民衆と直接つな

がっていくことが必要だと思う。よしんば、AN
Cが政権を握ったとしても、その後に来る、南ア

フリカ共和国の民衆の解放への欲求と、どれだけ

連帯できるのか。そしてそれが私たち日本人の解

放にとって、どう働くのかをしっかり見据えてい

かないと、藤田某とか堀江某のようなオポチュニ

ス トの学者やジャーナ リストに、日本人は誤られ

てしまう。」AACの 責任は、今重大で、したが

つて「こむらど」もまだ当分続いていかざるをえ

ないだろう。頑張ってください。かく言う私は、

30年前に「解放」を成し遂げていながら、世界

最貧国の下から4番目というタンザニアに今しば

らくいて、発信を続けていきたいと思っている。

A LUTA CONTINUA !
(1991年 1月 19日 記 )

アフリカと21年

佐 野 公 子

私とアフリカとの出会いは、もう二昔も前の予

備校時代に遡る。そこで、当時の東京の「アフリ

カ行動委員会」の若きリーダーであり、世界史の

教師をしていた大岡先生に巡りあったのがきっか

けだ。単なる無知とはいえ、南アのアパル トヘイ

トを始めとするアフリカの状況は、神奈川県の片

隅で、のほほんと暮らしてきた私をゆさぶるのに

十分すぎるほどのショックだった。

学  

「
F~時代 の 活 襲力 2ヒ 日」姿姜 い

学生になってからは、日本のアフリカ問題研究

の草分け的存在の一人である、故野間寛二郎氏が

主催する「アフリカ問題懇話会」と共同の集会や

南アのフリーダムデイのデモに参加したりした。

普段でも20人足らずのミニ集会だったから、当

時、街頭でアパル トヘイ ト反対を訴えても道行く

人たちは怪しげな顔をするだけだったし、付き添

いの交通整理の警官などものんびりしたもので、

馬鹿にしたような苦笑いを浮かべて歩いていたも

のだった。

大岡夫人の寿子さん (下垣氏らと共に初期の大

阪での「こむらどアフリカ委員会」創設メンバー

の一人)や早稲田の学生と一緒に、先生の新婚宅

で勉強会をやったのも、今は懐かしい思い出にな

ってしまった。当時はまだ、ポル トガル領アンゴ

ラ、モザンピーク、ギニア=ビサウなども独立 し

ていなかったので、集会にしても、アパル トヘイ

トは話題のひとつにすぎず、もっばら独立を目指

す植民地のゲリラ闘争などがテーマだった。

大学では、取ってもいないクラスにもぐり込ん



で、ア
lヽり‖忠博氏のゲリラ闘争写真集を、例えばフ

ランス語の先生なら、
・
アフリカの仏植民地闘争に

かこつけて売 りつけたこともある。いま思えば若

かったが、アフリカ行動委員会の中心メンバー自

体、まだ20代半ばの人達だった。

今となっては隔世の感があるが、理論社とそこ

の編集者だつた国立市在住の女性 (名 前を失念 )

の尽力で、「アフリカを学ぶ雑誌/a」 (ァ フリ

カ問題懇話会編)な ども発行されていたし、後に
/

暗殺されたPAIGC(ギ ニア=カ ポベルデ・ ア

フリカ人独立党)議長アミルカT・ カプラル氏を

来日の際に集会に呼ぶこともできたので、まだま

だアフリカでの植民地闘争自体、知名度が低い時

代ながら、活動の中身はかなり濃かったような気

がする。

しかし、「 a]は野間さんの死とともに消え、

大岡夫妻も私が就職 したころ、アフリカ行動委員

会を楠原彰氏に委ね、活動の第一線からは退いて

しまったようだ
=一

アフリカをお金にしない、とい

う固い信念の二人なので、マスコミにのることも

ないし、本に名前が出ることもないが、今日の活

動の基礎を築いた貴重な存在として、銘記される

べきだと思っている。

かくいう私も、就職してからは集会に顔を出すこ

ともなく (も ともと、出ていたというだけだった

が)、 その頃、埼玉に転居していた大岡夫妻に最

後にあったのも、もう十数年も音のことになって

しまった。確かそこで、まだ幼顔の (紅顔の美少

年でなくてゴメンナサイ)大学生だった根本利通

君に、最初にして最後になったが、会ったことが

ある。

思えば、下垣氏に会ったのも学生時代に一度だ

け、当時、大阪に転居 していた友人宅に遊びに行

っていた時だった。しかし、その時に参加した集

会の熱気だけは、いまだに言己憶に残っている。そ

れでも、「こむらどニュース」と年賀状だけで、

ずっと続いてきたのだから、縁とは誠に異なもの

である。

外 国 で 暮 ら し て 一‐

転機がきたのは、82年から夫の海外赴任でア

メリカに住むようになってから。とにかく、新聞

やテレビのアフリカについての情報量、報道量が

日本とは桁外れに違うのに、度胆を抜かれた。日

本のマスコミなんて、まるでメモ程度のことしか

報道 していない。これでは、反アパル トヘイト運

動が日本に根づく訳がない、アフリカのことが理

解される訳がない、という危機感を持った。そこ

で、何とかしなければ、という浅知恵で、勝手に

新聞の切 り抜きを下垣氏に送りつけたことから、

また何となくアフリカと細々とつながって、今日

に至つている。

その後、場所はイギリス、送る相手はジェリー

さんに変わつたが、ささやかながら、縁の下の支

えの一部くらいにはなっているだろうと思って続

けている。最近は、マンデラ氏の釈放とその後の

インパクトの報道も一段落して、記事が少なくな

ってきたので、また勝手に日本に関する記事を混

ぜている。 (区分けにお手数をかけて、申し訳な

い)それは、外国で暮らしてみると、環境汚染・

破壊などで、必ずと言っていいほど、日本が悪者

として、いの一番に報道されているのが、どうし

ても日につくからだ。外からどう見られているか

を知って、我が身を振り直してほしいし、事実誤

認なら堂々と反諭してもらいたいと、いつも歯が

ゆく思っている。それには、まず知ることから。

ちなみに、イギリスでも、旧宗主国という縁も

あって、アフリカに関する報道は多いなマンデラ

氏釈放の折など、4局 しかないテレビ局のうち、

BBCと 民放の 2局が実況中継をやっていた。彼

を招いてのコンサー トも、テレビの一大イベント

という扱いだつた。 (NHKは ?)

日 常 レ ベ ル で 意 識 変 革 を

ということで、だらだら長くアフリカと関わつ

てきたが、もはや学生時代の情熱もなく、信念も

行動力もなく、表だつて活動することもない。ど

ちらかと言えば、 100号の辻村君同様、自己批判

でもせざるをえない立場の人間である。

しかし、辻村君、苦学生で時間もお金もないと

言うなら、自分の生活の中で、できることを続け

ていけばいいので、何も無理することないんじゃ

ないのかな。大事なのは、日常レベルで自分の意

識を変えること。自分の中から、例えば、差別意

識を追放すること。そしたら次は、自分の身近に

いる家族や友人の意識を変えていくこと。一人が



二人づつの意識を変えられれば、ねずみ算式に増

えていって差別のない世界が瞬く間に出現、とい

うのは夢物語にしても、ずっと住みよい世の中に

はなると思う。実際に世の中を動かしていくのは

信念に燃えた活動家かもしれないが、無名の大衆

の意識自体が変わっていなければ、どうにも動き

ようがないはず。

昨年のマンデラ氏釈放実現で、今頃はお役御免

になっているはずの「こむらどニュース」力` 100

号を越えて続き、 100ま では大丈夫と信じてい

た祖母が、ついきのう95で逝ってしまった。な

んという皮肉。しかし、問題は抱えながらも、当

時の植民地は次々と独立し、のこるはアパル トヘ

イ トだけという現状は、やはり喜ぶべきことなの

か。

祖 母 の こ と

余談だがついでに書いてしまうと、祖母、田中

末子は昭和 24年に月ヽ田原市に未亡人会を創 り (

当時はウイ ドウズ・ クラブというハイカラな名前

だったという)、 後には市民病院内に売店を開い

たりして「寡婦」の働 く場を開拓し、未亡人の地

位向上に尽力した。また、20年ほど前まで、家

庭裁判所の調停委員を長く勤めてもいた。本人自

身、若くして未亡人となり、女中をしながら父を

始め、孤児 となった4姉弟まで引き取って育て上

げたというから、明治生まれはたくましかったと

つくづく思 うが、最期は無名の一老婆の死にすぎ

なかったのか ?骨にも間に合わないというので諦

めたが、葬式を見てみたかった。

ついつい、なつメロ式追想に惰 してしまったが

悪しからず。 (1991.1.7)

エネルギーの根源として、食べています。私の体

が欲する「アフリカ」を食らて、食って、食いま

くり、自分の生きるエネルギーとしたいけれど、

今は消化不良をおこさないように調整中です。い

つか腹いっぱい食べてみたい「アフリカ」を、お

いしく食べるには、時々、絶食して空腹になるの

もいい方法なのかもしれない。

人間の体って、不思議なものです。先日、絶食

するつもりで絶食したのではないのですが、風邪

をひき、下痢になり、食べてもすぐ下ってしまう

ので、何も食べられなくなりました。4日 間で、

2～ 3食分くらいしか食べられなかったのです。

いつもでしたら、一食ぬくだけでも、頭の中が食

物一色になるのに、今回は体調が回復するまで、

腹の中はほとんどからっぼで食欲がありませんで

した。体も頭もフラフラになリダウンすると思っ

ていた私の体は、いつもと同じ生活・仕事をこな

し、睡眠 3～ 5時間でもどんどん回復してゆき、

自分の体が一生懸命エネルギーのパランスをとっ

ているのを感じました。「アフリカ」を食べるよ

うになってから、頭痛・腹痛・風邪など、ある程

度原因を予想できるものは、自分の体にまかせる

ことにしています。医者にも行かず、薬をのまな

い私を、家族にはまだ理解してもらえませんでし

た。回復後は、体調も良く、何でも食べるものは

おいしかった。

「アフリカ」を食べたら、自分の体の中で消化

され、最後には「うんこ」になる。今の日本の社

会では、「うんこ」の話はタブーです。犬の「う

んこ」は、道を歩けばよく見かけるのですが、人

間の「うんこ」が、もし歩道にあったならば、「

見てはいけないものを見てしまった、今日一日が

不愉快だ」ということになります。水洗 トイレが

「うんと」を人間から隔離してしまったようで、

日常の生活から忘れられています。人が物を食べ

れば、必ず「うんこ」になる、絶対に縁の切れな

いものなのに、人間 (日本人)と いうのは非情な

やつだ。私は今、二人の子供を育てていて、「う

んこ」のついたおむつを毎日洗っています。「う

んこ」の色 。質・量 。内容・においで、子供の体

調を感じています。最近、自分の「らんと」をし

げしげと眺めたことはありませんが、子供の「う

んこ」が何かを教えてくれました。「アフリカ」

アフリカを食べて

大 島 隆 平

私は、知らず知らずのうちに「アフリカ」を食

べて生きています。それを最近、自覚しました。

「アフリカ大陸」を、おせんべいのようにバリバ

リと食べています。「アフリカ」を生きるための



を食べるようになってから、「うんこ」のことが

気になるようになりました。日本の社会が忘れよ

うとしている、糞尿のにおい、汗のにおいは、人

間にはとっても大切なものです。最も人間の存在

を感 じるものです。「 らんと」は大地に帰 り、再

びよみがえる、偉大な人間のパー トナーだったの

です。お忘れなく。

私は「アフリカ」を食べて、南アフリカの「ア

パル トヘイ ト」を知 り、人間の差別、日本人の差

別、自分自身の差別意識を知りました。知ったか

ら、自分の差別意識がなくなるのでもなく、なく

そうとしても、なかなか一度自分にプリントされ

たものは消えません。ただ、消す努力を怠っては

いけないと思い続けています。私に宿る「アフリ

カ」 。「黒人」に対する偏見との戦いが、「アフ

リカ」を食べ始めてから、ずっと17年間続いて

います。これからも続きます。

＼私が「アフリカ」を食べるようになったのは、

「こむらどアフリカ委員会」に出会ったのがきっ

かけで、それから知らず知らずのうちに……

無知のせいで人々の政治に関する関心は薄い、

とM氏は言う。かといつて、この地で騒ぎも何も

ないのかというと、とんでもない。シバサに着く

なり、先生たちの集会が警察によって妨害された

と聞かされる。21日 に終わるはずのヴェンダの

学期が南アと同じ28日 に延ばされたことに抗議

しようとしたところ、催涙ガスを使って追い払わ

れたのだそうな。

オフィスのニュースレターを読むと、自人商店

での不買キャンペーンを組織したかどでM氏が 3

月に逮捕されたときの抗議集会の記事が載ってい

る。また、茶のプランテーション農場の不法な土

地の占拠に抗議しようとした若者が逮捕され、拷

間を受けたときの傷跡を示す写真も。「ヴェンダ

はヴェンダで大きな問題を抱えている。」という

M氏の言葉に、うなずかざるをえない。

9月 ■ 9日
昨日にもまして肌寒い一日。午前中はルイス・

トリシャー ドで過ごす。2日前、治安警察の尋問

を受けたばかりだとM氏が話した直後、当の治安

警察がやって来る。M氏にむかって、この地域の

ANCの メンバーと警察とで話し合いを持ちたい

との提案。きつとメンバーの顔を覚えたいのだろ

う。帰 りぎわ僕の方を見て、「南アでは太陽とビ

ーチとラグビーを楽しむといい。」と言う。「こ

んな寒いところでうろうろしていないで、さっさ

と行楽地へ行ってしまえ。」というふうにも聞こ

えた。

午後はシバサのオフィス。女性ジャーナリスト

が訪ねてきていて、最近新聞に載った軍事訓練基

地の話が出る。ヴェンダで無職の若者が300人
ほどリクルー トされ、南ア軍とヴェンダ軍によっ

て山中密かに訓練を受けているというのだ。一見

平和なこの土地で、とんでもないことが行われて

いるかもしれない、そう思うとすべてが疑わしく

見える。

この日はM氏宅に泊まる。夕食後、子供たちが

居間に集まって皆でお祈りをする。敬虔なクリス

チャンの家族だ。7人の子供のうち2人は、ウム

コント・ウェ・シズウェ (ANCの軍事組織「民

族の槍」)に参加してタンザニアにいる兄の子供

だそうだ。

ヴェンダ訪問記

界 村 岳 史

昨年の 9月 、4週間にわたって南アフリカを歩

く機会があった。ソウェトやマメロディー (プ レ

トリア近郊の黒人居住区)に滞在 したあと、Jヒの

ヴェンダというホームランドヘ向かった。わずか

3日 間という短い滞在だったが、大都市近郊とは

違った南アの側面がうかがえて興味深かった。そ

の時の印象を記してみることにする。

9月 ■ 8日
曇 り空の肌寒い一日。北部 トランスヴァール教

会協議会のM氏を訪ねて、ルイス・ トリシャー ド

からヴェンダの中心地シバサに向かう。彼はルイ

ス・ トリシャー ドとシバサの両方にオフィスがあ

って、今日はシバサでの勤務。道々の風景はどこ

となくのどか。なだらかな丘の斜面に茅葺き屋根

の丸い家が点在していて牧歌的だが・―・・。



M氏いわく、「いま子供たちに、君がどこから

来て、どういう旅をしているのか説明したところ

だが、この地域の教育レベルはとても低いから子

供たちは理解 していないだろう。何なら子供たち

に尋ねてみたらいい。」彼の言葉はかなり残酷に

響いたが、それが本当のことなのかもしれない。

敬虔な祈 りの後でこういう言葉を聞かされたせい

か、何か心の中に落ち着かないものが残る。

その直後、電話が入る。先生たちの集会が催涙

ガスで妨害されたことに文部大臣は遺憾の意を表

明し、先生たちと会合を持つと約束していたのに

夕方になって突然、ラジオで約束を反古にしたそ

うだ。M氏は大臣に抗議の電話をかけるが、返答

なし。

ベッドに入ってから、先ほどのM氏の言葉を思

い返してみる。そういえば、この家の子供たちは

都市近郊の子供たちに比べると、ひどく幼 く、た

くましさに欠けているように見える。彼らは、シ
|ス

テムの恐ろしさを実感しないままに成長してき

たのであろうか。

9月 20日
快晴。日差しは強いが、標高があるせいか空気

はさわやかだ。

先生たちがスタジアムで集会を開くとの連絡あ

り。しかし行つてみると、すでに警察や軍が来て

いて、集会を妨害 している。

結局、集会は大学のグラウンドで行われた。 8

千人の教職員のうち、集まったのは 1千人弱か。

28日 まで学校に行って座り込みを続け、生徒た

ちの支持を集めようという意見が採択される。学

校を開めるのが 21日 だろうと28日 だろうと大

きな違いはないが、永年の不信が積み重なって、

政府の言いなりにはならないぞという彼らの意志

を表明しているのだ。昨日の文部大臣の言動から

すれば、先生たちの抱いている不信感も、もっと

もなことだと思う。それにしても、こんな騒ぎの

中で、子供たちがまともな教育を受けられるのだ

ろうか。

午後、M氏の車で郊外へ。プレトリアに拘留さ

れている政治犯の家族を見舞う。 1軒目は、コン

クリー トの壁にトタン屋根の家。意外にこぎれい

だが、一間に8人家族が住むこの家は、ヴェンダ

ではましな方だそうだ。 2軒目は、土壁に茅葺き

屋根の典型的なヴェンダの家。どちらの家にも電

気も水道もなく、生活レベルは都市近郊に比べる

と、かなり落ちる。仕事もない。ヨハネスプルグ

やプレトリアに出稼ぎに行くか、失業かだ。そう

いえば、見た目にもぶらぶらしている男の姿が多

い。

夕方、南アフリカ大使館を見物に行く。ヴェン

ダで唯―の大使館。というのも、ヴェンダを独立

国として認めているのは世界で南アだけだから。

写真撮影の許可を求めたが、断られる。そのとき

白人一家の乗った車がゲー トを通って広い敷地内

に入っていく。彼らが、どんな用事でこの “独立

国"に来ているのか、話を聞いてみたかった。

ヴェンダは、まさしく第二世界。その一方で、

ヨハネスブルグのような近代都市がある。南アフ

リカは、何と奇妙な国なのだろう。
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徐勝さんからの賀状

新年を迎え、お慶び申し上げます。

昨年は、世界が平和へと大きく歩みを進めました。

しかし、 ドイツの統一が象徴するヨーロッパでの軍縮 と旧冷戦構造の崩壊は、必ずしも社会が

いだいている数多くの問題、なかんずく、第二世界での抑圧と暴力、搾取 と貧困破壊と人権侵害

等の諸問題の解決を意味するものではありません。

南北総理会談、ソウルー平壌サッカー試合、南北大音楽祭等、南北和解と交流は今たけなわで

あるかのようです。今、韓国政府は外に向かって満面の笑みを浮かべています。しかし、内に向

かっては恐ろしい表情を見せています。

11月 22日 、韓国カ トリック主教会議は、南北和解の雰囲気づくりのために、政治犯全員の

釈放を、大統領に初めて要請しました。 10月 30日米下院人権委員の慮大統領宛書簡に続き、

11月 30日米人権団体 Asia Watchは思想転向制度廃止と政治犯全員釈放を要求しました。

今、88年 12月政治犯大釈放以後、一時停滞していた韓国の政治犯と人権弾圧状況に対する

関心が再び高まっています。

最近、新聞の伝えるところによれば、慮政権成立以来、4000名 の政治犯が拘束され、現在

1400名 ほどが獄中にとらわれています。また、国家保安法とその他の悪法は、依然 として暴

威をふるつています。良心思想の自由を奪い、57名の歳し老い病んだ非転向政治犯を30年、

40年を越え、死ぬまで独房に閉じ込めている思想転向市1度が生き続けています。

私は獄中にいる時から、これらの非人間的状況を打破 し、我が民族の自主・民主・統一の未来

に向けて邁進する覚悟をしてきました。

今年、 19年間の獄中生活を終え出所 して以来、約 10か月の間、韓国、日本、米国を往来し

我が民族の現状と私の願いを訴える中で、多くの方々から激励と賛同と支援を受けました。

人生の新しい出発点に立ち、私は自らの過去をかえりみて、未来への踏み台を固めるために新

年から Visiting Scholorと して 1年間の予定でカ リフォルニア大学パークレー校で研鑽を積む

ことになりました。

1年間を送るに当たり、今までの貴下の熱い激励とご支援に深く感謝し、新しい前進のための

一層のご支援とご指導をお願いします。

新年は、我々みんなの光り輝 く年になるように頑張 りましょう。

1991年 正月

徐 勝  (Sull Sung)

マンデラさん来日中に東京でお会いしたのがきっかけで、徐勝さんから賀状をいただいた。あの時、私

たちは徐勝さんと一緒にマンデラさんと会見しようとしたのだが、それは実現しなかった。本当に残念で

ある。本紙97号で、楠原彰さんが徐勝さんのことを語っているので参照を。



First Steps to Power

Planned by ANC in  1991

OSAKA  ―= A democratically elected assembly leading tc a  new′
aparthe■ d-lree  constitution  ■n South Africa ls among  the  many
projects the African National Congress will be pushing this  year
in  what  it v■ ews as the first steps to govern■ ng power  by  the
African majority。

Comrade  」erry  Matsila′   ANC chief representative to  」apan′
recently  returned from South Afr■ ca where he  attended  Congress
meetings  that  addressed both internal and external  efforts  to
begin that process,  Included in the ANC's 1991 plan is how Japan
itself  can concretely contribute to the abolition  of  apartheid
and the foundatlon of a new south Africa.

"Comrade News′ 'l the osaka 」AAC newsletter′  has obtained a copy

:fga吉:9::1。 1ギξ f:li::nξ°I_ :l: [「e iic ::::ifi::irir::Iきet:fth:』 :
three steps to power:

STEP ■=  Cal■ ing for an ''All― party Congress'! among the various
p01itical  bodies  in South Africa rsee ″Jο口とヵ  aFr」 σar7  ●pdaど es″
燿θχむ pa ge′ . This is the prelininary step to the adoptlon of a new
constitutlon.  This congress would not have the power  itself  to
draw  up the constitution unless mandated by the people of  south
Africa.

STEP 2=  Convening the All―Party congress after al■  obstacles
to  negotiations  have been removed. This body would  have  three
lnain duties:

(A) To  set  up  the genera■   principles  under  which  the
detailed ''constitution work" would be undertaken,  (B)TO  deter―
mine  who  will  lmake  up the body  of  an  "Elected  Constituent
Assembly:i  that would then draw up the constitution′  and  (C)T。
set  up  some  kind  of  i'Interim  covernment'l   to  oversee  the
transition  process  Of  a new parliament  and  a  democratically
elected  government′   as outlined in the new  constitution.  That
interin  authOrity may include members of the National party  and
other political organ■ zations ■n the country.  The ANC notes that
the "early installatiOn"  of this lnterim Government′   with  full
state power′  is ・・critical'' to the transition process。

STEP  3:  Finally′   diss。 lve the All― Party cOngress  once  the
three  polnts  under  Step  2 are completed.  The  ANC  says  the
All―party  Congress  wOuld remain intact only if  it  receives  a
pOpular mandate to cOntinue as a constitution… making body′   as an
■nter■ m 9overnment′  Or bOth.

::Quite clearly′   the process of tiansition away from apartheid
cannot  be  Supervised  by an  apartheid  institution′ "  the  ANC
stresses。  1'FoW. de Klerk and his minority government is presently
both  a  referee  and  a  player.   This  situation  is   totally
unacceptable." rcο燿士ゴr口ed...′
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r...σο.き』コued′
In its 1991 report′  the ANC also

notes  that this year it wlll  make
the following demands:

O   Unconditlonal return of  all
exlles′

O  Unconditlonal release of  all
p01itical  prisoners and a halt  to
political trials′

O Arrest and charge "all  pollce
and  security apparatus′   including
vigllantes  and war-lords′ .l  in  an

effort   to  stop  state   vlolence
against the publlc, and

0  0pen ●1l sch001S and  address
mass― educatlon programs.

The  ANC  plans  to   accompllsh
these demands by  various  types of
'imass aCtion.・ ' This includes large―
scale rallies′   a national consumer
boycott′   and  convening  a  wide―ranging  "Patrlotic  Front''
antl―apartheld  llberation  forces  before  de  Klerk  opens
multi― party summit.

Also   included  in  this  year's  mass― action  plan   are   a
door― to―door  signature  campa19n and ANC  delegatlon  visits  to
"bantustan'1  leaders to pressure them into meeting the   "demands
of the peopleti  一― as well as the continued pressure both  within
South  Africa  and  th=oughout  the  international  community  to
maintain economic sanctlons on the pretoria regime.

South ALfrlcan Updates:

>>MANDELA AND BUTHELEZ工  ANNOUNCE J01HT "PEACE PLAN":
ANC Deputy President Nelson Mandela and lnkatha Freedom  Party

president  Mangosuthu Buthele21 met On 29 」anuary′   resolving  to
end the l'black― on―black'' township vlolence. Despite the politiCal
differences between them′   both sides have repeatedly pointed  to
pro―apartheld  pollce  and white vigllante  instigators  in  that
vlolence.  The  Mandela― Buthelezl ''peace plant'  falls  under  the
ANC's wide― ranging 1991 mass― actlon plan to bring about the first
steps of the 'inewll South Africa.

>>REJECT10N AND ACCEPTANCE FROH THE PAC=
The  pan  Africanist  Congress (PAC)′  a strong  force  in  the

liberation  strug91e′   on 24 」anuary rejected the ANC's  proposal
for  an  l'All― Party Congress′ "  citing the  lllegitimacy  of  the
apartheid  regime  as  one  member of  that  congress.  The  pAC′
however′   sald it would join a "Patriotic Front'l  meeting  called
for  21  March  by the ANC of all  liberatiOn  movenents  in  the
country.

>>OTHER ANC MASS― ACT10N DATES TO WATCH FOR=
3  March (locus on South African women's issues)′   l  May′   31

May′  1  」une and 16 June.  For more  updates  on  anti― apartheld
activities′   contact  the Tokyo ANC office at (03) 5256-5691  by
phone or (03)5256-5692 by fax.
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In its ''visionl'  plan for 1991′   the African National Congress
lists a number of spec■ fic′  cOncrete measures that anti― apartheld
activists in 」apan can take to help bring down the final  curtain
on apartheid and help build.the foundation for a non― racialistic′
non―sexist south Africa.

Toward that end′  here's a sununarized verslon of what 」apan can
do in 1991:

(1)Continue tO pressure future changes through varlous  kinds
of sanctlons′

(2) Focus  mass  actiOn around the demands  for  an  "interin
government′ "  the  creatlon  of  a  cOnstituent  assembly  via  a
one―person/one― vote   election′    and  the  devising  of  a   new
apartheid― free constitution′

(3) Campaign for the uncondit10na■  release of  all  political
prisoners′   the return of exlles to south Africa′   and a halt  to
p01lce and vigllante violence′

(4) RAISE  BADLY  NEEDED  FUNDS:  A  critical  part   Of  the
transformatlon to a new South Africa wlll be rebul■ ding the Black
communities and infrastructures destroyed by decades upon decades
of aparteld rule′

(5)Dlstribute thOse funds ―― in other words′  put them to good
use via such projects as:

――Education for African children through money and books′  in
support of the ANC's llMass Education Now" program

―一Health― care faci■ ities′  especia■ ■y in the rural areas
――practical manpower job― training in all fields
――practical  skl■ ■s for women′   including l・ food  production′

sewing and llteracy campaigns"
……Food production and other se■ f一 h● lp projects now  underway

in the cOuntrysides Of south Africa
――Sustainable  self― help  projects  for  released  political

prisoners and returning exlles″
(6)And continue to support ―― financially and moral■ y ――  the

Tokyo office Of the African National congress under the direction
of Comrade Jerry Matsila.

So  there they are ―― the concrete steps we can take:  Let  u5
all  begin ″ο″ tO assist the ANC′   and by exten,lon  the  African
majority′  in its final push tO freedom and democracy.

perhaps  the ANC puts it best in a sobering concluslon to  lts
vislon plan fOr the year:   ″rf どヵe peο′』θ οF SO口古力 ■fr」 ca are どο
rea2」 ze  どねθ」r prοα2attaど」οη οf 1991 as と力e ″rear οF  Jvass  acど」οЛ
rοr  古力e  rra′sfer oF POrer どο 古ヵc Pθ Opユ θ′   むねe suppοrtt  οF  ど力θ
ο ver″ねe2″」ng″aブοr」 むy οF どねθ Japanese is y」 とa2.  2ね θ どasたs  aね ea∂
are erorЛο口s′  ゎυtt r」 と力 rsur力 ′ sυppOrt 古力θ peο P』 e Of Jου古力 Afr」 ca
″f22 θnd コ991 ″』どヵ ″Ore Opど imis″ Fοr ど力e Fat“ re.″

(StOries by Brian Covert)
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日本紙前号を発行した後、まさか本気で…などと

勝手に思いこみ、正月休みをはさんでノンピリし

ていたところ、湾岸戦争の勃発。職場の労働組合

が呼びかけた戦争反対集会やデモに参加したり、

日本カ トリック司教協議会などによる避難民移送

のための民間機チャーターにカンパしたりしなが

ら、もっと何かをしなければ、という思いに駆ら

れています。アパル トヘイ ト問題の場合と同じく

型、たちが第二者の立場でないことは、はっきりし

ているのですから。

個人的なことで恐縮ですが、20年ほど前に高

校を卒業するとき、恩師からもらった色紙の言葉

を思い出しました。ぜひ紹介させてください。

千度も僕は考えた 一億とよばれる抵抗のな

かで なにが戦争なのだろう  戦争とは

たえまなく血を流すことだ そのながれた血

のながれが むなしく地にすい込まれてしま

うことだ 僕のしらないあいだに 僕の血の

つづきが 敵も味方もおなじように かたな

ければと必死になることだ 反省したり味わ

ったりするのはやめて 瓦を作るように形に

はめて 人間を戦力としておくりだすことだ

研石かく

■2月 1日 、南アのデクラーク大統領が国会の冒

頭演説で、アパル トヘイ トの法的な根幹である人

種別集団地域法、原住民土地法、人口登録法を廃

止する方針を明言しました。 12日 からは、経過

措置として出生届の際に人種別の登録をする必要

がなくなったとも伝えられています。これは、大

いに歓迎されるべきことです。しかし、これでア

パル トヘイ トが終わってしまったかのように受け

とめるのは早計ではないかと思っています。何よ

りも、それが実現したとして、南アの民衆の状況

次

本紙発行 100号に寄せて 根本利通

アフリカと21年    佐野公子

アフ リカを食べて

ヴェンダ訪問記

徐勝さんか らの賀状

First Steps to Power
Planned by ANC in 1991

South African Update:

大島隆平

東村岳史

WHAT JAPAN CAN DO...
by Brlan Covert

編集あれこれ

がどのように変わるのか、もう少し時間をかけて

みていきたいと思っています。

■前号で、購読料の前納やカレンダーの購入等を

お願いしました。多くの方にご協力いただき、あ

りがとうございました。宛名ラベル紙の下の数字

は、購読料前納の期限を表しています。ご確認く

ださい。カレンダーは残部がありますので、ご希

望の方は連絡を。

目湾岸戦争や南アの状況の変化に気をとられてい

たら、今度は関西電力の原発事故。いずれも生命

にかかわる問題です。かつて傲慢な対応をしてい

た関西電力の担当者に、いくら今回の事故でしお

らしい顔をしてもらっても、原発が存在するかぎ

り、問題は何も解決しません。アパル トヘイト、

湾岸戦争、原発、その他あらゆる私たちの生命を

脅かす問題に、はっきりNO!を 。 (下垣 )
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