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東京のアフリカ行動委員会の松島と申します。

いま紹介していただきましたように、昨年の 11

月までマンデラ歓迎日本委員会の仕事を手伝って

いまして、その後アフリカヘ出かけ、最初の 1カ

松 慶議 多多 雇訳 子

月はジンパブエで遊んで、それから南アフリカヘ

はいって、東京のグループが支援している人々と

再会することができました。

南アフリカには2週間ほどしかいなかったので

すが、支援している人々がいるヨハネスプルグと



首都のブレトリアに半分ずつくらいいて、支援プ

ロジェク トのことで色 々と人々と話すことができ

ました。

マンデラさんが帰った後、アフリカ行動委員会

の一人のメンバーが同窓会にいったとき、「アパ

ル トヘイ ト廃絶おめでとう。やった甲斐があった

でしょう。」なんて言われたそうなのですが、も

う周囲がアパル トヘイ ト廃止と思い始めている中

で、皆さんが今日の集会にどうして参加されたの

かも気になりますので、今、そしてこれから反ア

パル トヘイ トのために何をしなければならないの

か、一緒に考えられたらいいなと思います。

いま南アフリカの人たちがどんな気持ちでいる

のか、どんな問題が実際に起こっているのかとい

う全体的な印象を話 した後、南アフリカの人々を

支援している具体的な内容と、支援がどうあるべ

きなのかということを話 してみたいと思います。
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マンデラさんが日本へ行ったこと、そして日本

政府がまったくお金を出さなかったことを、南ア

フリカの人々はよく知っていました。そのとき南

アフリカでは、日本はANCへ お金を出さない、

援助を拒否 した、といったポスターが町中に貼ら

れて、大騒ぎだったという話を聞きました。その

様子が日本へ伝えられていたら良かったのに、と

思いました。せっかく日本の通信社とテレビ局が

1つずつ南アフリカヘいっているわけですから、

もし伝えてくれていたら、別の意味で日本政府に

対する圧力になったのではないかと、ちょっと残

念でした。

ANCの プ ロ ジ ェ ク ト

ANCが 南アフリカでどのような感 じなのか、

まず話 してみたいと思います。印象として、いろ

いろな面でめちゃくちゃという感 じがしました。

ANCは 昨年 2月 まで,卜合法化されていて、それ

によって不足する面を補うさまざまな草の根のグ

ループが生まれていたわけです。それらANC系
のグループは、さまざまなプロジェクト、たとえ

ば幼稚園などを経営 しています。ところが、私た

ちも支援 しているソウェトの幼稚園の例ですが、

先生たちに 2～ 3カ 月も給料が出ていない状態が

続いていたのです。私が行ったときに、「お金を

持ってこなかったの…」とは言われませんでした

が、つらい感じがしました。

これは余談なのですが、向こうの人にとっては

欧米の支援団体の人がたくさん訪れていますが、

「結局、私たちのビデオや写真を撮って、それで

お金を儲けておしまいなんだよね。」ということ

を言うわけです。私も何となくそんなことは予想

していて、ためらいがあったのですが、湾岸戦争

のニュースばかりで南アフリカのことが伝わって

こないので、とにかく行ってみることにしたので

す。

その幼稚園のプロジェクトは、ANCの 中でも

女性同盟が中心になってやっています。ANCが
非合法化されていた時から引き継がれているもの

ですが、そこではウィニー・マンデラさんに対す

る批判もかなりあって、アパル トヘイ トそのもの

に対 してたたかうとともに、ANCの 組織の幹部

ともたたかうといった面が浮き彫 りになっていま

した。ANC女 性同盟はウィニーさんが議長にな

って上層部に彼女の取 り巻きしかいないという状

況があり、地域の女性同盟のミーティングに参加

してみた時など、喧嘩腰の言い方で「私たちが今

まで草の根でやってきたのに…」と感情をあらわ

にしているくらいでした。

いま南アフリカでは、ANCの 亡命者がどんど

ん帰国してきています。ブレトリアで 25才の元

ANCゲ リラの女性に会いました。彼女は5年間

ジンバブエに亡命していて、こっそり帰国したそ

うです。そのような人が、けっこう多いというこ

とでした。

亡命者で若い人達は、学校に戻りたい人がほと

んどで、ANC事務所に行って何とかしてほしい

と頼んでも資金が十分ないので門前払いを受け、

仕事にもつけないという状態があるようでした。

ブレトリアの真ん中に亡命者のための事務所があ

りましたが、十分に機能して世話をしているよう

には見えませんでした。

矛 盾 と 人 々 の 苛 す ち

亡命者の受け入れや幼稚園のプロジェクトに限

らず、上から下まできちんとお金が下 りていない

ということが、非常にあからさまだったように思



います。そこが課題ではないかと思いました。一

方で、セキュリティーの問題もありますが、亡命

者で偉い人達は高級ホテルに泊まったりしていま

す。私が行った時は、こういった矛盾を草の根の

人達が大声で言い出しているといった状態だった

のです。

マンデラさんが釈放されてから、約 1年になり

ます。アパル トヘイ トがすぐにも廃止されるとい

う大きな期待を持っていたのですが、今は、人々

の表情を見ていると、ものすごく苛立っていると

いうのが印象でした。「みんな疲れはじめている

からね…」と言っていました。それでも集会では

歌や踊 りをして、それは相変わらず元気なんです

が、やはりみんな疲れているなという感じを強く

受けました。

ANCだ け 支 援 の 波 紋

外国がANCば かり支援するから南アフリカの

黒人たちが分裂してしまうんだ、と言っている人

にも出会いました。たとえば日本から来る人につ

いても、ANCを 支援する人ばかり来る、と言う

わけです。ANCば かりにお金を渡すから黒人の

中で分裂が激しくなるんだ、その責任は外国の反

アパル トヘイ ト団体にあるんだ、と私は言われた

のですが、そのあたりを、皆さんはどうお考えで

しょうか。

日本の場合、東京にANCの 事務所があり、わ

りと南アフリカの他の団体のことについて無関心

というか、深く知ろうとしていないと思います。

私が外来者なものですから、限 りなく文句を言い

続けられたというか、いま波紋が出てきている時

期なのだというのが率直な感想でした。

大 統 領 澪 兎 ― ιDントお埼

2月 1日 、デクラーク大統領が国会で演説して

集団地域法、土地法、そして条件付きながら人口

登録法についても触れました。そういったアパル

トヘイ トの根幹になっている法律を、いじくろう

としているわけです。

集団地域法に関しては、もうほとんど問題があ

りません。たとえばヨハネスプルグなどでも、自

人地区に黒人がどんどん住んでいますし、廃上し

ても問題がないと受け止められています。

日本の新聞を見て感じるのですが、必ず『 アパ

ル トヘイ ト廃上の方向へ』と出ます。あのような

見出しは、南アフリカの新聞ではほとんど出ませ

ん。どうして日本ではこうなるのか、不思議な気

がします。

南アフリカで生まれた人、あるいは移住してき

た人は、すべて人種別に登録されなければならな

いという1950年 の人口登録法も、これから生まれ

る新生児は登録しなくていいということになった

ようです。しかし、新しい憲法ができるまで大人

は今の法律を適用されるということで、そこに黒

人たちは大きな不満を覚えているようでした。

経 赫 lj裁― の 2三 ま とゴ い

大統領演説の翌日、ANCは 声明を出して、本

当に民主的な社会が実現され、黒人に根本的な変

化がもたらされるまでは経済制裁を続けてほしい

と言っていました。マンデラさんが日本に来たと

き、大衆集会などでそういったことを力強く呼び

かけることはなかったのですが、ここにきて、ま

た強調しています。

最近の南アフリカの新聞に、外国の反アパル ト

ヘイ ト団体はANCが 経済制裁に関して出すシグ

ナルを読み取れなくなっている、という記事が出

ていました。南アフリカ国防軍に石油を供給して

きたシェル石油のポイコットをしてきたスウェー

デンのグループのメンパーは、ANCが ヨハネス

プルグにあるシェル石油のビルを買おうとしてい

るという話を聞いて、もう信頼を失った、と語っ

ているというのです。これから外国の団体に何を

してほしいのか、ANCの 政策がこちらに分かり

にくくなっていると思いました。

マンデラさんを初めとするANC代 表団が日本

に来たとき、経済制裁を力強く言わなかったのに

は、いろいろ事情があったと思います。何にして

もANCは 資金が必要だったわけですから、それ

を強く言うと援助が出ないと思ったのかもしれま

せん。しかし、日本の民衆に向かって言わなかっ

た経済制裁を、あらためて強調されても、私たち

は何となく戸惑ってしまいそうです。

国 家 ιこ よニニる 暴 力 ιま 竜尭 く

ANCが 大統領演説に完全にイエスと言わなか



った理由は、やはリデクラークが肝心なところで

口をつぐんでいたからです。いまANCは 、すべ

ての政治囚と死刑囚の無条件釈放、政治裁判 と裁

判なしでの拘禁の中止、政治亡命者が安全に無条

件で帰国できること、国内治安法の廃止などを求

めています。たとえば国内治安法があるかぎり、

まだ黒人はいつでも逮捕されるし、殺されるわけ

です。

つい最近も、ANCのメンバーが暗殺されまし

た。まだまだ、このような状況が続いているので

す。ですから、合法化されたとはいっても、まだ

黒人の人達はANCのメンバーになることを恐れ

ているといった感じでした。国家によるアパル ト

ヘイトの暴力はまだ続いているということを、み

んな□々に言っていました。それが、まったく日

本には伝わってきていません。
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経済制裁の話に戻 りますが、デクラーク大統領

はアメリカ、ECに よる経済制裁の条件になって

いる法律だけをなくそうとしています。黒人を弾

圧できる国内治安法については、一言も触れてい

ません。したがって、欧米の経済制裁の解除をね

らった演説であ'っ た、と黒人の人達は評価してい

ました。

欧米諸国だけでなくアフリカ諸国も、ケニアや

マダガスカルなどが市1裁をやめましたが、それを

見て人々は驚いた、と言っていました。どうして

やめたんだ、そういう疑間を持っていました。彼

らにとっては何一つ生活が変わつていないのに、

それとは関係なく、まわりがどんどん「良くなっ

ている、良くなっている、もう逆戻りはない。」

と言つていることで、非常に彼らを苛立たせてい

るのではないか、と私は思いました。
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黒人たちの苛立ちがある一方で、自人も必死で

した。ちょうど私が南アフリカにいたとき、「白

人農夫反舌Lの 日」ということで、自人の農場主た

ちが トラクターやトラックで首都プレトリアヘや

って来て町の真ん中を占領するといったパニック

状態が起きました。このとき私も見たのですが、

食器や食料を持参して夜中の3時頃rll着 して仮眠

し、朝食を作って食べてから行動していました。

土地法が廃止されれば自分たちの広大な土地が危

ない、ということで反対していたのです。今後、

ますます黒人と自人の利害が対立することになる

と思います。

全体的に言うと、黒人たちの焦りと苛立ち、自

人たちも同様に焦りと苛立ちを持っている、とい

う感じです。また先ほど言ったように、いろいろ

な組織の中で矛盾や問題が出てきているというこ



とで、よけい草の根のレベルは大変だな、という

のを強く感じました。次に、草の根の人々は具体

的に何をやっているのかを述べたいと思います。

草 の 根 の プ ロ ジ ェ ク ト

先ほど少し話しましたが、ANCは 幼稚園をや

っています。その他にも、女性たちの自立を目ざ

した色々なプロジェクトがあります。たとえば、

裁縫とか料理、野菜を作ることなどです。

これからお見せするローソクは、幼稚園の片隅

で女性たちが作っているものです。今から12～

13年前に、年金受給者の女性に仕事を見つけ、

収入を増やすために始まったもので、「ファハマ

ライ ト」の商品名で町で売られています。「ファ

ハマ」とは、ソト語で「上昇」の意味です。私は

30個ほど買つてきました。 1個 7ラ ンドですか

ら、350～ 400円 くらいです。 1日 に500
個くらい生産しているそうです。

ス ク オ ッ タ ー キ ャ ン プ

今日の話のメインになるプロジェクトのことに

移 ります。南アフリカにはスクオッターキャンプ

というのがあって、それはスラムと考えてもらっ

ていいのですが、黒人たちが自人居住区とかイン

ド人居住区にノ
1ヽ屋を建てて住み始めています。私

たちは、そこと直接つながろうとしています。

1986年にパス法が廃止され、黒人たちが都市に

どんどん出てくるようになり、その人たちが トタ

ン板やダンポールなどで小屋を作って住むように

なりました。スクオッターを日本語にすると「不

法居住者」ですが、アパル トヘイ トの下では人種

別に住む場所が決められていますから、たとえば

黒人がインド人居住区に住むのは不法居住者にな

るわけです。

スクオッターでの生活はひどいものですが、そ

の話の前に何枚かのスライ ドを見ていただきたぃ

と思います。

【スライ ドの説明は省略】

いま見ていただいたスクオ ,ターキャンプのひ

とつであるウィラーズファームで、私たちは支援

を始めています。ここに関わっている南アフリカ

のグループは、非常に困難な状況にありながら成

果を上げてきているというのが私の印象でした。

たとえば、インド人居住区に巣くっている黒人

たちのコミュニティーがあります。ここでは、地

元のインド人も含めて、小屋に住む黒人たちに基

本的な生活の権利を満たさせようと、さまざまな

試みがなされています。その土地を所有している

当局 (ト ランスパール州政府)に圧力をかけ続け

た結果、子供の学校教育、水道、 トインの利用が

可能になったのです。

私たちはたまたま、縁あってウィラーズファー

ムのことを支援していますが、今や、スクオッタ

ー/家なしの問題は、 1つや 2つのスラム街のこ

とにとどまりぎせん。その数は、いまだに増える

一方です。何とか生きのびようと、少しでもいい

暮しを求めてやってくる、人々の流れをせき止め

ることはできません。そういった過程で生まれた

のが、スクオッター問題とたたかう草の根グルー

プなのです。

私たちは、このウィラーズファームの学校建設

のために今年 1月 、 108万 円を送金しました。

その直後に私が行ったものですから、とても喜ん

でもらえました。このお金は、キャンプに住む人

々の、このような生活の権利のために使われるの

です。この学校建設には全部で300万 円が必要

であり、皆さんのご協力をお願いしたいと思いま

す。

スクオッター問題について、いつまでもそこに

住むわけではないのだから、学校などを建てる必

要はない、との意見を持っている人が、南アフリ

カの黒人にもいるようです。しかし、現にそこに

人々が生活しているわけですし、アパル トヘイ ト

がなくなるのだからといって、別のちゃんとした

場所に住めるようになるのでもありません。いま

の時点では何の可能性もないのです。このグルー

プも、スクオッターの発生する要因を根絶するの

が目的で作られました。小屋に住まわされている

人々の生活を向上させるとともに、不平等な土地

の分配のために起こるスクオッター問題をなくす

るためのたたかいをもしているわけです。

草 の 根 へ 届 く 支 援 を

マンデラさんが来日してから、日本でも援助の

ことが大きな話題になっています。しかし、先程

も言いましたように、本当にお金が必要な草の根



のところまでは届 くのが難 しくなっています。で

すから、これはANCに 限つた話ではありません

が、一方的に善意でお金を送ればいいということ

ではないということを、南アフリカの現実を知っ

て私も気づきました。

南アフリカにはむずかしい状況があるというこ

とと、スクオッターキャンプの具体的な話を少し

でも理解 していただけたとしたら、とても幸いで

す。どうも、ありがとうございました。

91年 3月 9日 、大阪南YMCAで 反アパル

トヘイ ト関西連絡会主催の連続学習会「南ア

の民衆とつながろう」が開かれ、編集者の責

任で松島多恵子さんの報告をまとめました。

内 田 直 子

ネルソン・マンデラが日本から帰国して、もう

半年が過ぎようとしている。マンデラという人の

名前でいっぱいだった私の生活は、南アフリカの

人々が彼を通 して伝えたかったはずのメッセージ

をつかみきれないでいる。

1990年の夏、 3週間ばかりだが、南アフリカの

ヨハネスプルグ周辺に滞在した。その時、「拘禁

者援助センター (DAC)」 を訪れた。英語が苦

手な私は、カセットテープにセンターの人の話を

録音し、帰国してから、まずテープから英語に掘

り起こしてもらい、更にそれを日本語に訳しても

らった。

内容はタイムリーなものでなくなっているが、

せつかくの話を眠らせておくのは残念であるし、

南アフリカの人々の生活のメッセージが語られて

いるので、少し紹介 したいと思う。
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正式名称である。1989年 にキンバリーで発足し、

南アフリカのいたるところに事務所がある。この

組織は、拘禁されている人々の家族によって設立

され、ANC(ア フリカ民族会議)や ヨーロッパ

社会から援助を受け、政治的な理由で拘禁されて

いる人々の支援をしている。
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南アフリカの法律は、黒人よりも自人を保護じ

ている。ある時、こんな事件が起こった。右翼に

よる事件があり、右翼のメンバーの何人かが29
条 (国内治安法)により逮捕された。しかし、彼

らは黒人のように6カ 月拘留されることも、拷間

されることもなく、保釈金を払って釈放された。

多くの黒人が国内治安法などで拘留され、肉体的

。精神的拷間を受けて日に日に弱 り、殺されてい

く中で、黒人の死を首つり自殺したなどと平気で

発表する警察を容認するのが、南アフリカの法律

なのである。

黒人は、こういう不正義のなかで生活を強いら

れ、そして、こういう不正義をなくそうと闘って

いる。今は我慢強く辛抱しているが、いつか我慢

できなくなる時が来るだろう。黒人は、南アフリ

カを崩壊させるために闘っているのではなく、人

種差別のない民主的な南アフリカ、どの人種も政

府内で発言権を持ち、一人一票の選挙権を保証さ

れ、一部の人間によってすべてのことがコントロ

ールされることのない南アフリカを建設するため

に闘っているのである。

|==:,琶ヨ優欠諸 1置ヨla)IF_E是菫1■■1■ :書1著警

現在の南アフリカの状況については、西欧諸国

に大きな責任がある。1960年代の初め、ANCが
武装闘争を始める前、黒人たちは平和的解決法を

打ち出したが、南アフリカ政府はこれを無視し、

他の諸国は南アフリカ政府を支援した。彼らはア

パル トヘイ トを廃止すべきだとはいっているが、

そのことに対して、何一つ建設的なことはしてい

ない。黒人たちは経済制裁を求め、そしていくつ

かの国は経済制裁を実施してはいるが、南アフリ

カ政府に危機感を感じさせるほど十分なものには

なっていない。

南アフリカの問題は、アフリカ全土を巻き込ん

だものになっている。ヨーロッパやアメリカは、

そういうことを重視していない。彼らがアフリカ



にしたことは、破壊的で無意味なことばか りで、

超大国がアフリカ諸国に積極的な変化をもたらす

ために援助 したことは皆無に等しい。彼らは長い

あいだ共産主義をりF難 し、「共産主義に失敗 した

東佃1諸国の人々の生活水準を引き上げられるのは

自分たちで、何の問題 もない統一された世界を築

く」ことの必要性を訴えているが、その裏では戦

争を起こしている。

アンゴラのことを見てみると、アンゴラが崩壊

したのは、政府がマルクス主義だったからではな

く、アメリカがアンゴラにおいてダイヤなどを手

に入れようと国をひっかきまわしたためで、アメ

リカはUNITA(ア ンゴラ全面独立民族同盟 )

という組織を使ってアンゴラの状況を自分たちの

都合のいいように変えなければならなかった。

ポル トガルがすべてを支配 していたころのモザ

ンピークも同じで、モザ ンピークの人々の闘いの

後にきたのは徹底的な破壊で、南アフリカ政府の

介入もすさまじく、その行為は、今日イラクに侵

略をやめさせようと躍起になっているアメリカ政

府によって支援されていた。西欧諸国は、人々を

抑圧するシステムだといって共産主義に真っ向か

ら反対しているが、南アフリカ政府と提携し、そ

れを支援してじヽるのである。
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ANCは 、この国のあらゆる場所において支持

されている。ANCは 、政治的な立場の違いを認

めており、これは重要なことであり、個々にイデ

オロギーの違いを認めているのである。ANCは
決して人々に指図した りすることはなく、反対の

意見も認めていく。正 しい方法を用いるなら、誰

でも南アフリカを治めることができ、将来の政府

はこのようでなければならない。

こ れ か CЬ
`D不

ム た だろ

マンデラの歓迎行事が終わった後、歓迎委員会

で出会った仲間たちと、時々話をする。これから

私たちは、どのようにして私たちの思いを表現 し

ていこうか?これを考えるとき、なぜマンデラの

来日に際して、あれだけの大きな集会を持とうと

したのか?も う一度、その部分に戻ることが自分

にとって必要な気力Sし た。そして、DACの 人の

メッセージを久しぶ りに読むことにより、その部

分を考え直す機会を得たように思う。

私が南アフリカを訪れたころ、ヨハネスブルグ

やカギソという黒人居住区で暴動が続発し、多く

の犠牲者が出た。たぶん日本の新聞でも報道され

ただろうし、アフリカ行動委員会のニュースレタ

ーでも取 り上げられていたので、御存じの人も多

いと思う。黒人居住区にある男性専用のホステル

において、インカタのメンバーがANC、 その他

の人々を襲うというような事件であった。

南アフリカ政府は、その事件の原因は黒人同士

の争いであるといっていたが、これは、明らかに

政府がそう見せようと仕組んだ事件であることは

我々の知っているところである。現にDACの 人

も、こういう政府のやり方を批判していた。しか

し、南アフリカで生活している人々が、人間とし

ての生活を保障されていないために、自分の力に

よってゆっくり物事を考えられず、政府の圧力に

無意識に動かされているとしたら……

南アフリカに対して、黒人の人々に対して、私

たちはいろいろな関わり方ができるだろう。その

一つとして、私は、黒人の人々が自分の状況を、

きちんと自分の力で考えることができるようにな

るよう何かができないかと思う。つまり、教育の

必要性である。では、教育とは?と 突き詰めて考

えようとすると、とても難しい。日本でも様々な

教育方法がとられている中、大切であると思うこ

とを具体化していくのは、なかなか困難である。

しかし、その方法を私たちは探さねばならない。

今まで多くの南アフリカの人々が日本を訪れ、

彼らの問題や現状を南アフリカ人としての生の声

で伝えてくれた。その度に、私は知らなかったこ

とを教えられ、エネルギーをもらってきた。しか

しこれからは、DACの 人が「これからは日本で

起こっている様々なことと、南アフリカで起こっ

ていることとの情報交換をしていこう。」と言っ

ていたけれど、情報を交換する中で、おたがいに

お互いを感じられる位置でつき合っていける方法

も見つけたいと思う。お互いを感じることができ

れば、南アフリカの仲間が今何を必要としている

のか、私たちの生活と同じ彼らの生活現場からの

声に気づくことができるのではないかと思う。

(う ちだなおこ)



地 域 か ら反 アパ ル トヘ イ トの運 動 を

=富田林の反アパルトヘイトの取組について=

ネルソン・マンデラ来日から、すでに半年。扇

町公園の大阪プールで行われた歓迎西日本集会の

あの興奮を思い出しながら、もう一度集会バンフ

レットをめくってみると、最後のネルソン・マン

デラ歓迎関西委員会の主要な活動経過の一番後ろ

に、 “10月 24日「ネルソン・マンデラ来日を

歓迎する富田林の集い」を後援"と いうのを見つ

けることができると思います。「富田林ってどこ

じゃいな?」

富田林というのは、大阪府の南東、金剛山のふ

もと、南河内の中心にあたる人口 11万人ほどの

ありふれた町です。というよりも、PL学園のあ

るところと言ったほうがピンとくるかもしれませ

ん。この田舎の町で、なぜネルソン・マンデラ来

日を歓迎する集会が持たれたのか、その経過を少

し紹介したいと思います。

さかのぼること6年、 1985年 の国連の国際

青年年 (I.Y.Y.)に は、部落解放同盟を中心に

さまざまな取組が行われました。富田林でも、部

落解放同盟富田林支部の青年部が中心となって「

国際青年年記念富田林実行委員会」が結成され、

パネル展や5月 の憲法月間の宣伝活動、映画会が

行われ、翌年にはアジア・ アフリカからの留学生

との交流を行いました。この中で、国際的な人権

問題を身近に感じ、それに取り組んでいく重要性

が少しずつ認識されてきたと思います。

1989年のドナル ド・ ウッズ氏の来日の際は

富田林の青年たちも大阪市内での御堂筋デモにか

けつけ、反アパル トヘイトの運動を地域でも広げ

ていかなければいけないという思いを強くしまし

た。

国際的な南アフリカヘの経済制裁が徐々に効果

を上げ、反アパル トヘイトの運動が盛り上がる中

で、富田林でも反アパル トヘイト美術展が開催さ

れ、また9月 には市議会でアパル トヘイト反対の

決議が採択されました。青年たちも、ぜひ何かを

しなければならないという思いの中で、『 遠い夜

明け』の上映会を企画しました。この時は、富田

林市の前収入役の芝利雄氏に実行委員長になって

いただき、富田林市の町総代会、P.T.A.連絡協議

会、婦人団体連絡協議会、民生児童委員協議会、

社会福祉協議会、体育指導員協議会、商工会、農

協、企業同和問題推進連絡協議会、同和教育研究

会や部落解放同盟富田林支部、そして障害者運動

の団体、また個人でも在住の学者や人権擁護委員

が実行委員会を結成し、 11月 18日に400名
近い参加で「アパルトヘイトに反対する富田林市

民の集い」を成功させました。この上映会の成功

は、アパルトヘイトに対する市民の幅広い関心を

印象付け、私たちは国際的な人権問題を地域で取

り組んでいくことの大切さを強く感じました。反

アパルトヘイト関西委員会の原田LEIFが富田林で

活動されていることを知ったのは、この頃です。

そして、1990年 2月 、反アパルトヘイト運

動の象徴とも言うべきネルソン・マンデラ氏が釈

放され、来日が決定。これまでの運動を引き継い

で、ぜひ地域でも歓迎の意志を示したいというこ

とで、原田牧師と何回か話し合い、富田林でも歓

迎集会をやろうと決めたのが9月 の末。もう、前

回のように各団体に呼びかけて人を集めてもらう

時間はありません。まったくの出たとこ勝負で、

正直なところ、どのくらいの人が集まるか不安で

した。しかし、やるっきゃないということで、実

行委員会はフル回転。急きょポスターを作り、駅

でビラをまき、市や教育委員会の後援を取り付け

たり、マスコミに宣伝してもらったり。内容も、

皆が楽しく参加し、南河内らしいものにというこ

とで、河内音頭の浮家会 (う かれやかい)の皆さ

んに無理をいつて、マンデラの闘いを題材にして

音頭を作っていただき、当日、披露してもらうこ

とにしました。また、地元の大阪芸術大学の丹下

健三教授が集会の趣旨に賛同して、染め抜きの反



アパル トヘイ トの旗を制作 してくださりました。

ポスターの「アパル トヘイ ト」の綴 りを間違え

たり、連絡がうまくいかなかったりで、てんやわ

んやのヒヤヒヤでしたが、当日は金剛公民館に周

辺の市からも含め約 90名 が集まり、ANCの マ

ツィーラ氏やマンデラ歓迎関西委員会の木川田主

教、富田林市長、富田林市議会からもメッセージ

をいただきました。不慣れな運営でしたが、映画

や歌、講演など盛 りだくさんで、最後は参加者一

同「コシシケレリアフリカ」を合唱し、反アパル

トヘイ トの決意を新たにしたと思います。特に、

浮家会が熱演した河内音頭「マンデラ物語」は大

好評で、講演をお願いした神野明氏も絶賛されて

いました。また、参加者は思い思いのメッセージ

を丹下教授の旗に書き込んで、代表がこの旗を掲

げて歓迎西日本集会に参加しました。この旗は、

市長・市議会のメッセージとともに、歓迎関西委

員会を通 じてマンデラさん―行に直接手渡してい

ただきました。マンデラ氏の頭の片隅に、日本の

一地方都市「富田林」の名前が刻み込まれれば、

こんなに嬉 しいことはありません。

しかし、何と言ってもこの取組での一番の成果

は、地域で志を同じくするたくさんの人たちと知

りあえ、語 り合うととができたことです。このち

っぼけな集会に絶大な支援をしていただいた、A
NC駐日代表部、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心から感謝い

たします。

その後、「富田林の集い」実行委員会は、今年

3月 2日 に下垣氏を招いて「マンデラ来日以降の

南アフリカの動きと私たち」という学習会を開催

しました。その中で、アパル トヘイ トの廃止が具

体的日程に上がっている現在、地域の私たちは何

をすべきなのか、何ができるのかを話し合い、「

南河内人権ネットワーク」を結成 しました。今後

も私たちは、この地域を基盤に反アパル トヘイ ト

をはじめ様々な人権問題に取 り組んでいきたいと

思つています。

最後に、「ネルソン・マンデラ来日を歓迎する

富田林の集い」の集会宣言の一部を引用したいと

思います。

『 今や地域社会と国際社会は一体であることを銘

記しつつ、志を同じくするすべての人々と手をと

り合い、この地域で生きる住民として、アパル ト

ヘイ トを速やかに廃止するための最終行動に共に

参画する決意を表明するものである。』

(文責 :長橋淳美 )

読者からのお便 り

いつもニュースを、ありがとうございます。と

ころで今回は、ニュース 101号の記事で、日本

の事情にうとくなったためか、良くわからない箇

所があったので、お聞きしたいのですが・・・。

根本さんの文章に、「米田某のようなジャーナ

リス ト的解釈」「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…」とあり

ます。これらは、日本の「三大紙」などを読んで

いる人には、すぐ頭に浮かんでくる内容を省略し

ていつているのでしょうか。読者のたいていの人

が知つている「常識」なのだとしたら、私一人に

わざわざ返事をいただかなくていいのですが、他

の読者でもわからない、という声などありました

ら、再度、「米田某」「藤田某」「堀江某」への

批判という形で、根本さんに書いてもらえないも

のでしょうか。

ただ椰楡しているような内容というのは、身内

同士の話としては差しつかえないと思いますが、

ミニコミとはいえ、情報量などの異なる不特定多

数の人が目にする紙面では、わからない人間は、

あせって、無駄に頭を使おうとしてしまいます。

内容がおかしいんじゃないかと思って言ってい

るのではなく、『 ヴェンダ訪問記』を書かれた東

村さんは、どういう人で、どのような「距離」と

いうのでしょうか、うまい表現ができませんが、

どういう「立場」で南アおよびヴェンダに行った

人なのかな、と思いました。

というのは、私自身、パリに住んでいろいろな

体験をしているわけですが、たとえばパ リに住ん

だことのある人の体験記を読んだ時など、特に日

本人は、あまり移民の多いカルチエには住まず、

フランス人とどういう風につき合ってきたか、パ

リでは物事は日本と違い、これこれこうだった、

〔12ページヘ続く〕
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…

楽     巖

I  have  seen  the  pains′   sufferings  and  joy  of  the
squatter camps. I said joy. Yes′  there is 」oy. But that
]Oy  ■S  ShOrt― livedo  When  the  police  in  their  shiny
TOYOTA trucks come riding at dawn′   it is time for mass
sufferings  and  humiliationo  What  ■ittle  they  own  is
destroyed  under  the  well  made  TOYOTA  trucks.  Life

begins from square again in some squatter camp′   where
there will be 30y but short― lived again.
Do not forget these fine peole whose sufferings made it
pOssible for the outside world to see what APARTHEID is

all about.

God bless ... bleSS you people of the squatter camps.

If you believe there are changes in South Africa′   you
must be a governlnent officia■  or a business man.
Do you think that 300 years of oppression can be wiped

out with a few laws′  the laws offered to its suppOrters
and  foreign  friends  by  the  gOvernment  that  is  not
elected by the people?

We are black and proud but remember we are not black

and gullible. It takes more than a few laws to make our

lives free like our forefathers.

To the Honorable White (」 apanese only) whO are rushing
to go down to South Afr■ ca.

Mr. Nelson Mandela is out of prison...Yes. But remember

he  and all the black people are not free in their own

country.  The  oppressed  masses  have  no  vote  and  no
government that they can call their own.

When we have a government of the people:s choice′  only
then  South Africa will be a free country.

Japanese will be 」apanese′  and not Honorab■ e Whites.  Come
then and Feast on our true South African Hospitality.

by THOMAS C. KANTHA
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SQUATTER CAMPS

SQUATTER CAMPS HIDDEN IN THE THICK BLUE HAZE

CHILDREN'S LAUGHTER CUTTING THROUGH THE HAZE

GETTING NEARER THE STRAIN ON THE SQUATTERS
CUTS THROUGH THE THICK BLUE HAZE

LAUGHTER SILENCED BY A NEW FACE
BREAKING THROUGH THE THICK BLUE HAZE

SQUATTER CAMPS ARE WINDOWS TO AN
UN」UST SYSTEM
THE THICK BLUE HAZE
CAN NOT HIDE THE SUFFERING
IN THE SQUAttR CAMPS

ARE THE SQUATTER CAMPS HERE TO STAY?
0'I PRAY NOT
AN UNJUST SYSTEM Ⅶ  WANT NOT      ・

FOR ANY MAN WOMEN OR CHILD

I DON・ 電

「

 WANT

I DON'T WANT TO BE YOUR EQUAL
I DON'T WANT YOU TO BE MY EQUAL
WE HAVE OUR OWN VALUES IN LIFE

I DON'T WANT TO BE OPPRESSED
I DONIT WANT T0 0PPRESS YOU
WE ARE BORN NOT IN BONDAGE

I DON'T WANT TO BE GIVEN FREEDOM
I DONIT WANT TO GIVE FREEDOM
WE ARE BORN FREE
WE CAN'T GIVE EACH OTHER WHATiS RIGHTFULLY OURS

I DON'T WANT TO CHANGE FOR YOU
I DON'T WANT YOU TO CHANGE FOR ME
WE GOT TO CHANGE FOR OURSELVES

by THOMAS C.KANTHA
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〔9ページから続く〕

と書くわけですが、そこに書かれたことは、ほん

の一面で、同じパリの中でも、パ リの顔はさまざ

まに異なります。そんな時、著者がどういう目的

で来て、どこのあたりに住んだ人なのかがわかる

と、著者の目の位置がはっきりして、その人の書

いたことだけが真実 とか事実だと思いこまなくて

済みます。

ところで、南アフリカとかヴェンダに関して、

私はほとんど知 りません。だから、訪問した人が

見聞、体験したことを書いてくれると、実に血の

通った南アフリカやヴェンダの生活がかい間見ら

れて嬉しいのですが、一方、私が天の邪鬼だから

か、それとも他の読者も、そう感じているのかわ

かりませんが、書いている人が何才くらいの人な

のか、何を自身の課題として生きている人なのか

など、いわゆるプロフィールがわからないと、ど

のくらい筆者と私に距離があるのかわからず、読

んでいて不安になってくるのです。

逆に、大島隆平さんの『 アフリカを食べて』な

どは、極めて個人的な内容にもかかわらず、彼が

どんな人かというのは、文章を読むだけで十分な

のですが。

というわけで、「訪問記」には、今後、筆者の

プロフィールと訪間の目的を、併せて載せてもら

えたらと考えていますが、いかがでしょうか。

以上、海外で、ただ「読むだけ」の読者からの

便りです。それでは、また。

甲賀 美智子

軸 編 集 :あ れ こ れ 警華華華

■4月 20日 、マンデラさんが再来日しました。

京都で開かれた国際新聞編集者協会の総会にグス

ト・スピーカーとして招かれたもので、経済制裁

の解除は時期尚早だと強調したそうです。今回は

総会への出席だけが目的であったようで、短時間
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でもと事前に要望したのですが、私たちとの交流

は実現しませんでした。あらためて、「距離」を

感じる出来事でした。

■3月 30日、一時帰国した根本利通さんと金山

麻美さん、そして長男の篤史くんを囲む集まりが

東京で開かれました。タンザニアにしっかりと根

を張つて、日本とのかけ橋になろうとしている家

族の様子に頼もしさを感じました。今年の夏もタ

ンザニア・ ツアーが計画されており、参加ご希望

の方は「こむらど」までお問い合わせください。

それにしても結婚以来、根本さんから送られてく

る原稿のベースがダウンしてしまいました。わか

らないこともないのですが、原稿もよろしく。

■宛名ラベル紙の下の数字は、購読料前納の号数

を表しています。たとえば「 105」 は、その号

まで前納されていることを意味しています。未納

の方は、前納にご協力ください。また、本紙に対

するご意見、投稿なども積極的にお願いいたしま

す。次号は6月 発行予定です。    (霜 )
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