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特集一南アの政治犯

2月10日のジャパン・タイムスの南アを伝える記事には∴政治犯が多く収容されてい

る刑務所に広まりつつある「ハンガー・ストライキ」が大きな見出しにあった。そのハン

ストはかなり大規模かつ組織的に行なわれ、法秩序大臣の発言には、「当局をゆきぶる行

為で、まさに我々を暗闇に突き落すに等しい」と言う表現も見られ、かなりの動揺を隠し

きれない様子だった。

2月17日、ノーベル平和賞受賃者のデズモンド・ツツ主敦は南ア政府と2週間以内に

相当数の政治犯を釈放することを約束し、それに伴い他のハンガー・ストライキの参加者

に停止を呼びかけた。にわかに騒がしくなった南アフリカ共和国－なぜハンガー・ストラ

イキ（最長24日も続いた）が行われたか、その背景と経過を知る上で参考になる、プー

サック師の法秩序大臣への手紙とジャパン・タイムス紙の記事に、最新（2月24日）の

様子を伝えるウイークリー・メイル紙、死刑執行が近いと言われるマクプライドの現状等

を加えて、南アの政治犯筍集としました。

☆☆☆☆☆☆☆☆

私もまなぜハこ／カ、－　－　＿ス　トラーでキもこ参カロしたカ、
一一アラン・プーサック師が南アフリカの法秩序大臣アドリアン・フロックに宛た手紙、

大臣殿

今朝から私は、拘禁老たちの始めたハンガー・ストライキに加わっております。彼等の

行為は劇的なものであり、この国に住む我々に、そして何より先に彼等自身に致命的な結

果をもたらす可能性があります。その行為はそれ自身、あなたの政府と政策の、またその

中でも特に、裁判無しの拘禁というシステムに対する必死の告発です。人々が自分達のお

かれている状悪に関心を集めるためにこんな極端なことをしなければならないのです。こ

のことは、あなた二万の政策が彼等と彼等を通して我々何‾百万もの人々に与えた危練をよく

表わしています。

ハンガー・ストライキを行っている我々の同胞達は、もちろん正しいのです。彼等は真

夜中に連れ去られ、昏訴なしに投獄されました。彼等は最も基太的な人権を整われてきま

した。彼等は弁護士、聖職者あるいは家族の詰問を受けることも禁じられてきました。法

廷へ訴える手段などは存在しません∴彼等の弁護士は無力であり、法そのものが蕪効力化

され、実際あなた方は法を取り上げ、彼等にはおぼえのない、また我々もあずかり知らな

い、そしてあなた方でさえよくわからない罪について、彼等を有罪だと宣告する権利があ

るのは自分達だけだと決めてしまったのです。あなた方は、彼等を何ヶ月も、また今では
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特集一南アの政治犯

多くの場合何年にもわたって外界と交信のない状況におく権力を警察に与えました。

あなたとあなたの政府、そしてあなた方に投票する人々が作り出したの臥組織的な搾

取、抑圧、堕落のシステムであり、それを計るにはあなた方の持つ特権と比べるしかあり

ません。あなた方は故意に、そして無情にも、眉ひとつ動かさず冷酷に、何百万もの人々

の権利と尊厳を踏みにじりました。あなた方は神の法をあざむく法を作りました。我々が

抗議した時、あなた方は我々を脅し、苦しめ、催涙弾を浴びせ、なぐり、投難し、拘禁し、

殺しました。あなた方は非常喜藤宣言を布告し、自分達と保安機関にほとんど無限の権力

を与えました。あなた方の壮大なる陰謀、アパルトヘイトは失敗しました。我々民衆への

反逆は失敗したのです。あなた方が行っている、いわゆるアパルトヘイトの改革は、単な

る見せかけにすぎず．少しでも長い間アパルトヘイトの痍せる部分を残しておこうという

あわれな試みであることがはっきりしました。そんな試みは失敗したのです。あなた方の

作り出したシステムの残廉さ、あなた方が体制を生きながらえさせるために不可欠な暴力、

これは失敗に終りました．そしてこの失敗をあなた方は我々のせいだと言って責めたてて

います。それゆえ、あなた方は報道機関を黙らせ、新聞の発行を禁止するのです。それゆ

え、讐案は教会の礼拝をぶち壊しにしてしまうのです。それゆえ、あなた方は子供達を含

むこんなにも多くの人々を裁判無しに拘禁するのです。そして、裁判無しの拘禁は我々の

当然なる抵抗を封じ、また我々を集理やり従わせようとする手段のひとつに過ぎません。

そして、あなた方がみじめな失敗を隠そうとしている間に、アパルトヘイトは陰惨な人間

の悲劇となってしまいました。そして今この行為が、あなた方がしたことを、あなた方と

全世界に思い出させることになるでしょう。

伺十年にもわたって∴我々はこのまざれもない法の濫用に反対の声を上げてきました。

弁護士達はこの法を非難し、教会は嘆願してきました。私自身の教会であるTt旺汁．．S開p

lNGE川　は、はっきりとそれを目撃してきました。私の教会は、幾度となく裁判無しの拘

禁を、神の正義の遂行に反し、聖善の教えにそむく非人道的なものとして非難してきまし

た。THE N．G．SEND川G旺RKと、この国の他の多くのキリスト教会臥再三、この邪悪な行

為を止めるよう要求してきました。親遠はあなた方に慈廟し、夫や妻達は陳情してきまし

た。裁判無しの拘禁によってあなた方が加える病みや悲惨さを知らないとは言えないはず

です。いまや、この′ヽンガ一・ストライキによって、あなた方は自分達が多くの神の子達

を故意に軽蔑をもって扱ったことの恐ろしい羞柴を見ざるを得なくなるでしょう。

なぜ私も彼等のハンガー・ストライキに加わるのでしょうか？　なぜなら私もまた、こ

の横暴な拘禁の被害室だからです。拘禁のもたらす病みと不安、独房の恐怖とそれのもた

らす何とも言えない居痔と恐れを、私は直接知っています。そしてまた、私の教会ははっ

きりと声を上げてきましたし、私はあなた方が作った監獄から今も苦悩の声、教会にF国

道と愛と自分の目で見届けることによって答えよ』というまさに神の声が聞えてくるから

です。BELIl膿の告白によれば、私達は神の償、つまり不正がなされ、熟殺された人々の側

に立たなければならないからです。行動の伴わないキリストの証人は無意味だからです。

苦しんで（神の数えに）従うことのないキリストの証人臥キリスト使徒の其の喜びを味

わうことはないからです。
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特集一南アの政治犯

あなたは、「我々を釈放せよ、さもなくば（罪を明らかにして）告訴してみせよ」とい

う拘禁者達の要求を聞いたでしょう。これは彼等の権利なのです。彼等の要求は最低限の

ものです。あなたが耳を貸してくださることを願って、わたしも彼等に加わります。また、

私の行為が彼等の嘆願を強めることを願って．また、私は他の多くのキリスト教団がこれ

に加わってくれることを願います。私はあなたが「強迫」にはのらないとおっしゃったと

いうことを知っています。なんと驚くべきお言葉でしょう。ただ正義を求めることが強迫

なのですか。自分がどんな惑いことをしたのか知りたいという要求が強迫なのですか。し

かしもちろんもっと深い問題があります。あなたは法秩序大臣です。非常事農宣言下の法

律によって、私達すべての運命はあなたの手の中にあります。あなたは人々が生きるか死

ぬかを決定できるのです。あなたはどのようにしたいとお思いなのですか。

死に至るまでの断食とは．私の宗教的な、あるいは教会の伝統とは関係がありません。

故意に自らの生命を危機にさらすことは無責任であると私は教えられてきました血そうな

のかも知れません。しかし、私は南アフリカで正義のために尉っている人々が慮死するの

を手をこまねいて傍観することはできないのです。死にたいと思う人はありません。しか

し、これがあなたとあなたの政府に、あなた方の邪要なやりかたを分からせるために通ら

ねばならない追であるのなら、私はそうします。もちろん仁者んでではなく、誇り高くで

もなく、恐れに震えながら。しかし、今こそ、私は神が私に何をせよとおっしゃっている

のかが分かります。神があなたに何をせよとおっしゃヮているのかにあなたが気づかれる

よう私は祈ることしかできません。

大臣、何よりも私は誠実でなくてはならないのです。この決意に至るのは容易ではあり

ませんでした．しかし、今私は神が私にせよとおっしゃっていることが分かります。神が

あなたにせよとおっしゃっていることにあなたが気づかれるよう、私は祈ることしかでき

ません。



特集一南アの政治犯

ジャノてこ／一　夕ー√∴∠ゝ＿ス対毛よ　り

約3　0　0人カi食事を羽巨否
弁護士によると、1986年6月に制定された『非常事態宜言』によって大勢の人が

まともな裁判を受けることなしに投獄されている．彼らは不当な裁判に怒り、ヨハネスブ

ルグとポートエリザベスの刑凝所において少なくとも2人が食事を拒否しはじめた。また

弁護士も認める大規模なハンストがヨハネスブルグの刑務所で起こり、そこでハンストが

原因で衰弱し病院に担ぎ込まれた人も出た。そして、ついに1月23日には同じくヨハネ

プルクのディープクルーフ刑務所で約100人の拘留者たちがハンストを次から次へと始

め、その火は隣のセイントアル′くンズ刑務所にも移り、多くの政治犯たちが「即時釈放

か裁判で罪状確定」を要求して加わったと言う。

弁召茎士たち乙こよ　る話し／合し－
ハンストという形で抗議している政治犯の弁護士たちが、ヨハネスブルグのディープル

ーフ刑務所の外で会合を開いた。そして、法秩序大臣であるフロック氏にハンストを行な

っている政治犯に直接会わせるということでようやく意見が一致した。翌日、フロック氏

は実際に弁護士を伴っては来なかったものの、レポーターたちに次のような声明を発表し

た。「彼ら政治犯たちが政府をこのように混乱させていることを　断じて許すわけにはい

かない．よって我々は山来るだけ早く、この状篤を打破するつもりである．だが，我々は

慌てることもなく、あくまでも現状姓拝を続けることに変わりはない、なぜなら彼らは服

役中の身であり、しかももっともな理由で拘留されているからである。一体彼らは自分た

ちがとういう理由で拘留されているのかわかっているのだろうか？」

有来宅を言オ⊃さす即、　拘留
南ア彗熟ま拘留し掛ナることに対して一切の理由を言わないのが普通である。そして拘

禁者に犯してもいない「罪」を自白させるためや檎報を取るために暴行を加えることも日

常茶飯事だ。その人が潔白であるかないかなとは関係なく、国を脅かす可能性を持つ人物

なら無差別に捕まえ留置所に入れてしまう。ただし有罪になった老すべてが投難されるの

ではなくて、きれない場合には裁判所は罰金や撫打ちの刑など他の刑を用いる。フロック

氏は最後にこう付け加えた「囚人たちの間で広がりつつあるハンガーストライキは彼らの
いつもの政治的な宣伝を含んだものらしい、彗寮がつかんだ確実な情報によると実に彼ら

は粧し緯的に行なっているではないか。今回のハンストはどうやら当局をゆすぶって暗闇に

突き落とそうとしているらしい、だから一刻も早く手を打たなければならないのだ。」

そのコメントに対して拘留者の9つの弁護団が一風変わったそしていかにも弁護士らし

い発言をした「我々弁護士は法律に換わる著の一員として本当に悲しむべき立場にいるの

が現状である、これまで法廷で弁護依頼人たちに何をしてあげられたのか！これまで一人

だって満足のいく弁護が出来ただろうか・・。南アフリカのあらゆる法的規制は一握りの人

間に有利なように作られていて、疑いのある者を十分な裁判もきれずに牢に入れてしまう。

我々は敬意も侶顔もない法律を片手になぜ投資されたかを彼らに説明することは出来ない、

南アの弁護士はしょせんお飾りで都合良く利用されるものなのだろうか！」
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ブラっ′ニケ　ー　サッさ／ユの主重臣

ブラック・サッシュ（リベラルな白人女性たちによる黒人人権の擁護固体）が数日後、

裁判なしの投獄に対し、公式の抗議文を出した「無実の人を投資し、その人がたとえ証拠

不十分で無罪判決になるにせよ長掛こわたって（故意に遅らせているようだ）懲罰を受け

ていることは事実です、私達は多くの例を知っています。大多数の無実の人々が手当たり

次第で逮捕きれ、法廷では通用しない、あやふやな証拠によって起訴されているのです。

それにしても日々命を賭けて踊っている政治犯の叫びを聞こうともしない南ア政府に潔い

憤りを覚えます、彼らは獣のように聞く耳を持たないのでしょうか…」

人権固体によると、1986年にボタ大鏡領が『非常孝雄宣言』を出してから南アでは

現在までに約35000人が十分な裁判を経ることなしで投獄きれたと言う、そして不当

な逮捕者は黒人の溜まり場でとんとん増えつつあるとも示唆した．また人権弁護士は現在

の状態において、この数字は法秩序省も内密にしていると考えられる約1500ぐらいの

人々がまだ不当な裁判で投獄されたままで、そして少なくとも1000人が警察の留置所

にいるであろうと言った。

毒夢鞄毒靡鞄毒夢最新情報■鞄毒夢鞄毒鍔鞄

3月2日現在、南アの法秩序大臣は

「今ま昼末2　8　0人カゞ釈放され一≧S」

と表明した。

しかし、今後の権移は予断を許さない。

－6－



年が明けてから、抑圧の厚い蜜を裂いて

飛ぶ不死鳥のように、抵抗運動が再び洞を

もたげている。そのなかで特に注目される

のが、獄中ハンガーストライキである。一

月第四j、ヨハネスブルグ刑務所に収監さ

れている政治犯二十人が、不当な拘留に杭

消し、即時無条作釈放を求めてハンストに

入った。彼らは、裁判にかけられることな

く拘留されており、いつ出られるのか全く

見通しが利かず不安の内に毎日を過ごして

きた。年齢的には、ほとんどが十代後半か

ら二十代の若者で、八六年六月以来二十カ

月以上獄にある者もいる。

ハンストは、刑務所など抵抗の手段が極

めて限定されている場所で比較的使われる

抗議あるいは抵抗の手段であり、今回のハ

ンストは八六年の非常事態宣言布告以来、

三七件日のものとされている。

しかし今回は、多くの囚人が瞬く間にこ

の二十人に呼応し、全国の刑務所で合計三

百人以上の囚人がハンストに加わるまでに

発展した。生命が危険な状態になった囚人

がではじめた事と、反響が刑務所内だけで

なく全国に、さらには国殿的にも広がる様

相を見せてきたため、政府は対応に苦慮し

ている。少なくとも、二一人（別の情報で

は四十人以上に上るという）が、生命が危

険な枚懇にまでなり病院に収容されている

とみられる。

当初の展開については、ジャパンタイム

スからの酎訳の項で概要をつかんでいたた

くとして、ここではそれ以降の動きを、南

ア紙ウイークリnメイルや外電から簡単に

紹介したい。

＊　江　津秩序相とは日本の警察庁長官に

相当する存在である。

特集一南アの政治犯

ノ＼ン　ニ：く　ト　　　月券弄り、

（二月十七日付　ウイクリーメイル一面）

三百人という膨大な数の囚人のハンスト

に加え、著名聖職者、法律家、人権擁護団

体（ブラックサッシュ）メンバー、医者ま

で連帯のハンストに加わる事態に、政府も

重い腰をあげざるをえなくなった。二月一

六日、法秩序相は、ツツ大主教ちとの交渉

に応じた。二時間以上の交渉の後、法秩序

相はrかなりの数の囚人を釈放する」と発

表した。ツツ大主教らは、そのあと開かれ

た大衆集会に歓呼の声で迎えられた。この

辺の橿組がウイークリーメイルの大きな見

出しになっている。

しかし、ツツ主散らが激念していたよう

に、事態は簡単には解決しなかった。合意

にそってきっそく五十名の釈放が公表され

たが、実際釈放されたのは、二月二四日の

時点で、わずか一七名に過ぎない。五十名

という数字さえ大臣が言及している「かな

りの数」からははど遠いのみならず、その

人数さえきちんと釈放されず、さらに釈放

された人に対しても、厳格な自宅拘某が諒

せられているので、当初要求していた無条

件釈放とはかけ離れたものだったのである。

この事組を不服として現在でも二百人ほど

の　く二月二四日現在）囚人がハンガースト

ライキを継続中であるし、一時ハンストを

中止している百名も事憩が好転しなければ

再びハンストに入ると宣百している。A・

プーサック師も自身のハンスト再開を示唆

している。

一時逼塞していた反アパルトヘイト運動に

取って久しぶりの明るい材料であり、今後

の展開が注目される。

二月二八日吉己　　S



特集一南アの政治犯

ロノヾ－　ト　ー　マ　ク＝ブラ1′　ト

廉売幸暇

半年ほど前にお伝えした現在死刑判決を受

けている政治犯ロバート・マクブライトのフ

ォローが遅くなったことに対しておわびいた

します。心当りの資料を探したり、ロンドン

に直鐘手紙を出したりしたのですが確実な情

報が手に入りませんでした。しかし少ない中

からも手元にある最新（1月10日と15日）

の南アとイギリスの新聞の情報をお伝えした

いと思います。
『真の彗撃国者を救え！死刑判決を受けている人々の家族たち（Fo

pod）は今週、政治犯の主たる罪に対しての再度の調査が完成するまで刑の実行を差し

控えてはしいと政府に嘆願した。Fopodと言うのは死刑判決を受けた政治犯の親戚締

着や友人が中心となって結成された組織である。この組織（ANCの武闘部門F民族の軌

の一員ロバートマクブライトやムセチリ・ナクぺらの両親も含む）は先日プレトリアの

聖アルバンズ教会て彼らの子供の運命を案じた講演をえんえんとした。彼らの話しけ多く

の人々を突き動かし波紋を起こすに違いないだろう。』　くじlty Press89．1．15．＞

『プレトリア政府は助命または寛大な措置をする動きがなく　そればかりかロバート

マクブライトの刑の実行を検討しているらしい．タス（新聞）の報告によると、ある刑務

所の役人が「去年4月に死刑判決を受けたマクプライド氏は　まもなく前置きなしに処刑

されるであろう」と伝えている。どうやら事箆はますます悪化しているようだ。』
＜鮎rning Star押K）89．1．10．＞

新8鋸二漂いてあるように本当にマクブライト氏の死刑の綾が濃くなってきています。被

はまだ23才の若者です∴爆発事件を起こした背巌には複雑な彼自身の生い立ちの事情や

事件の状況も色々あって一概に無実だと言えないところも確かにあります。しかし破だっ

てア′りレトヘイトによって運命をほんろうされてしまった犠牲者の一人です。シャープビ

ル・シックスの陰で消されようとしている政治犯．今は彼をとうこう言っている猶予はな

くて、少しでも多くの人が助命の嘆願することが必要です。先日ロンドンに出かけた大阪

のメン′モーの一人が、息子の助命嘆艶を訴えるマクブライトの母親の講演を聞いたと報告

してくれました．彼女は持病を持ちつつ地道な講演活動をしています。少しでも多くの人

が助命嘆願をして下さい。　（関村　敦子）

⊂r宛先
【国内】〒100　千代田区平河町2－7－9　全共連ビル4F

南アフリカ共和国総領事館気付　　　P．W BOTHA大統領

【南ア】P W BOTHA

State Presldent’s office

PrlVate Bag X213PRETORIA OOOI REP．OF SOUTIl AFRICA
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轄集一南アの政治犯
手紙委員会キャンペーン

013才で投獄された少女の叫びO

The■beb JacobSは今週釈放され、両親のいない．片田舎の東部ケープタウン

の敗）ltenoにもどる。

彼女の母親ELlniceJacobsは娘とともにつかまり、Strekstroo）で5年間に及

ぶ刑務所生活をしている。（また出てきていない！）

彼女の父麓は彼女たちが逮舗されている間、イースト・ロンドンのバン工場で働

いていた。彼は娘の釈放を知らない。よって彼女を迎えに行くことはないであろ

う。

彼女は1973年12月24日生まれで13才の誕生日の後まもなく途端された。彼女は

釈放後、記者会見でこう語った。

「私は13才の時速撼され3年の判決を言い渡されました。」

彼女の年令は病病　個の記録は13才だが、刑務所の方から逮捕時に17才と故意に

言われた。彼女は4才の時心臓疾患の診断を受け、服役中も藁を飲んでいた。昨

年の9月からPa11S■00「で独房に入れられていたと言う。以前、彼女はSterkstr

oo■・81汀gerSdorp・1iddeiburg・Colesberg等さまざまな刑務所をたらい回し

にされた。

＊＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊＊

下記のなまえは、同じような境遇の女性です。ぜひ、励ましの手紙を出してくだ

さい。その時、世界共通返信切手（∴郵便局で150円で売っています）を入れて

ください。

名前　　　　　　　　　　　　　　判決　　　場所

Ge rl．rude Fe s t e r　　　3　週間　　Poll Ei】叩し00r

Lumka NyamZa lO週間　　Pol18m00r

J enny Sob relnQ r ll週間　　Poll SIn。0r

Ya・8mi na Pa∴ndy

Ma ry Ngentll

Ca r oli n e Mak881

No SI pho Ntvanamb

Gl o ri a Ve al Q

Adl o18　d e　】】rlll n

Ka ri n Go o8e n

Fa rl e da．lLabn

J an8t Small

・J宛先はこちらへ

12週間　　Poll SmO O r

l O週間

8　週間

1　週間　　Poll smo o r

3　週間　　Poll gmO O r

6　週間　　Poll BmO O r

3　週間　　Poll良mO O r

plaCkSasho什iCe5

5Lon g St re et，Mowb ra y

7700　SOUTH AFRI CA



ナミビア・ウラン密輸に反対する
一日電力ボイコットと

3・22国際統一行動への呼びかけ

ナミヒ～ァの独立手続きカゞ（ヨこlニまる－ぞ！

南アによる不当な支配の続いてきたナミビアが、いよいよ独立に向けて動きた

します。竹下首相は．独立支援のため、90億円の資金と30人の人員を提供す

ると言っていますが、ナミビア・ウランの車輪をあいまいにしたままでの支援臥

強盗を働いた家にも中元を届けて「忘れてくれ」と言うようなもの。ロンドンの

ナミビア支嬬グループの呼び掛けに応え、関西や名古屋の反アパルトヘイト、反

原発の仲間達とともに、ウラン密輸に抗議する国際統一行動を提起したいと思い

ます。

まブ≡まだっづ＜　ウラニ／の密輸
国連の禁止布昔や、厳しい国際世論にもかかわらず、東京電力によるナミビア・

ウランの密l亀が、いまだに続いています。国会での追求や市民グループの申し入

れにたいして、「輸入先からナミビア産では無いと言う念書を付けさせるから問

題ない。」と居直り、事実の腱もしないまま、紙切一枚で（と言っても私たち

には見せてくれてないぞ！）批判をかわそうとしています。同じような非難をあ

ぴた関西電力などは、輸入中止とは言わないまでも、契約の更新はしないとの姿

勢を取っています。

世界‡こ広カiる糾弾の輪！
かくして、「盗品」の密輸を続ける東電にたいして．国毅的な批判が高まって

います。この間魅を一貫して追求してきたイギリスのグループは、乗る3月22

日にロンドンの東電の支店に対して、抗議のピケをはると連絡してきました．私

達も、いまこそ私達の力で．ウランの密輸を止めさせ、ナミビアの人々に対して

その責任を明らかにさせる自前の取り套lみを始める時ではないでしょうか。

そこで私たち臥一日電力ボイコット（4月1日～10日）と3月22日の国

際統一行動の呼びかけをしたいと思います。

－10－



電力ポノ√こコッ　トと（ま

この間題にいちはやく取り組んだ関西の仲間達軋　ウラン密輸に抗議する電力

ボイコットを呼びかけ、73世帯もの参加を得て、大いに閃電をあわてさせまし

た。首准尉でも．より悪質な東電に対して、より強力な一日電力ボイコットに取

り組みたいと思います。ナミビアの独立手続きが始まる4月1日から、青森六カ

所での闘いがある10日までのうちの一日、東電との契約を解放するのです。

ナミビア・ウランの密輸と下北に押し付けられようとしている再処理施設を撃

つ－つまり、核の入口と出口を叩く闘いとして、私達は、ボイコットを呼びかけ

たいと思います。どちらも推進側のアキレス鰹です。入口と出口の両方から、具

体的に庚発を止めるうねりをつくり出しましょう。

∈

轟売きくまし、た－つて簡単、引越しの時と同じです。

まず、東電営業所に行くか電話をして「何月何日電気を止めろ」と言えばOK

その場合、電気料金を払込または集金してもらっている人は当日までの料金を

精算して支払う。

日勤振込の人は、この手続きも要らない

し∵∴㍊∴詰一嵩一票：∴∴∴、

■3月22日、東電末社前へ‡
イギリスのグループの取り組みに呼応して、3月22日、新橋の東電太社前に

集って下さい。そこで∴電力ボイコットのための鰯的手続きを行います。ボイコ

ットして下さる人も．支援の方もこぞって参加してください。鳴り物、冷かし大

歓迎．

当臥∴南西アフリカ人民機構（SWApO）

などからのメッセージも寄せられます。

主催；アフリカ行動委員会

150渋谷区恵比寿4－5－23－306

つ空443－9775

反核パシフィックセンター東京

113文京区向丘1－3－7自主講座内

℡815－1643

賛同．庶子力資料情報室　　アジア・リンク

南ア商品ボイコット小委員会

千葉アフリカから学ぶ会　他

ポイ＝コッ　トもこ1揚力、　なしーしくヨ：支援してく

ださる賛同巨日体、　イ国人を募集lノて）、ます
3月2　0　日ま「ごiこ∃三催匡l体‡こご連絡く　ださし一。

－11－



電気をギ持すと、暮しオゞ見える．

南ア商品ボイコット小委員会

M，3月22日に東京・大阪・ロンドンで電力金冠二に対して同時・統一行動をするんだ

って？

T：そう。南アフリカのウラン輸入、ナミビア産ウランの密輸に反対してね。

M；へえ。でも電力名劇二はもう輸入しないって新聞に載ってたよ。

T．確かに関西電力を始め多くの電力会社は今後．契約更新をしないことを発表した。

でもそういった電力会社は昨年から来年ぐらいまでで契約が切れるためで、一応表

向きは「アパルトヘイトへの国際的非難を考慮して」なんて言ってるけど、はっき

りとナミビア産ウランの購入を認めたわけじゃないんだ。東電なんかIL　それをい

いことにRTZ社からのウランがナミビア産であることを証明する磋かな根拠がな

い、なんて開き直って今だに、ナミビア産ウランの密輸を中止するつもりがない。

実転のところ、東電は”96年まで既に契約ずあで止めたくないんだなあ。タッ

チや上林さんのリポート（ニュースNO．9参無一錮柴部注）で、RTZ社級のウ

ランはナミビア産であることが暴露されているのにね。

M；なるほど。それでボイコット委員会としては、何をするんだい。

T．3・22同時行動に参加する一環として、電気ボイコットをしようと考えている。

M；どっかで聞いたやりかただなあ。

T，そう、大阪の金成日さんらが関西電力のナミビア・ウラン密輸を中止させるために

やった方法だ。金さんは指紋押捺拒否などの行動を通して日大での民族差別に反対

してきた人だけど．自分自身が対南ア貿易額世界一の日大で生活してアパルトヘイ

ト政策に加担していると反省し、民衆レベルで実効のある行動を起こそうと関西電

力前でのデモや電気ボイコットを始めた

M；それで電力会社はナミビア産ウランの購入をやめたわけだ。

T，金さんたちの連動が、止めさせる大きな力になったことは間違いないだろう。

M；で、次のターゲットは今だにやめようとしない東電というわけだ。

T，そういうこと。もう既に社会党の三井マリ子都議会議員が、この間編を追及し、ナ

ミビア産ウラン密輪の疑惑をもたれている東電に都民の税金から毎年2億円も東電

の増資に応じて使われているのはおかしい、鈷果的に都民がアパルトヘイトに加担

－12一



していることになる、として都に疑惑の徽底解明もしくは株を売却してアパルトヘ

イトへの加担をやめるよう迫った。

M；株の売却って？

T；東京都は東電の株の3・2％を所右している第3位の株主。配当金は毎年20億ぐ

らいでそれを孤バス運営，地下鉄工事の費用に充てている。都は東電に対し株主総

会を拙集することができ、その中で疑惑解明を求められる立場にある。

M；なるほど。それで東電がはっきりしない雛は墓は裸を売却するぞっと迫れるわ

けだ。

T；実転にロンドン市を始め公共続開・自治体がRTZ社の株を売却して、南ア制裁に

協力したという前例もある。

M；なかなかおもしろそうだね。最近は、この程度の国民だからこの程度の政府だなん

て′ヽカにされ切っているかられ消費税のことにしろ、リクルートの問題にしろ竹

下なんてほとんど支持されてないのに完全に開き直ってる。その一方で、反発の安

全キャンペーンの政府広報に伺10億もの金を使っているし。電事連なんかも同じ

だ。国民の半数以上が、原発の中止もしくは安全性に危惧を抱いているというのに

ジャンジャンくだらない原発推進キャンペーンをやっているもんな。その金だって

鈷嵐みんなが払う電気料金で賄っているわけだろう。ほんと腹立つなあ。

T・まったくだねえ。その意味で今回の電気ボイコット軋ナメ切った電力会社に一発

カウンター・パンチをかましてやる試みなんだ。

M・タイソンのメガトン・ノ　ンチ並に一発で相手をマットに沈めるってわけにはいかな

いけどね。

T．確かにこれ一発じゃ東電はビクともしないかもしれないけど、鵬してパンチを何

発も打てば東電もぐらつくさ。

M；ところで具体的にはどうやるんだい。

T．東電に電気安治契約解除を申し出るだけ。箇単だろ。閑電に対して実際に電気ボイ

コットをした人のおもしろいレポートがあるから少し掛すると、F・・・”一

日電気ポイコッドという戦衡軋電気を切られるという受身とちがって、こちら

情が切らせるのだから、気分の点でずいぶん違う。不払いして切られたときは、鐘

局のとこお金を払ってつけてもらわなければならんから、なんや負けたという気分

が残る。ところが、”ポイコツドというのはこちらの胸三寸。切る方の関電側が

エライ′亡應ルてくれて、「サ、ドーゾ、ドーゾ切りなはれ」、と気分がいい。‥

・」

M，学生時代に電気料金払わず電気切られた時は、なんか情けなかったけど、今回はこ

っちから電知、らないから切ってくれって言えるので気分がいい。それに体験者の

話だとローソクがありさえすればそれほど困らないらしいしわ。

T・やってみる価値はあると思うよ。これでみんながあっちこっちでやれば東電も相当、

慌てるだろう。
－13－



M；そうなれば東電のナミビア・ウラン輸入中止にもっていける可能性も大きくなる。

T；そのとおり。でもそれで綻わりってわけじゃなく、アパルトヘイト・反発がなくな

るまでまだまだがんばらなくちゃね。現在．反原発・反ア′くルトヘイト運動が共に

大きな盛り上がりをみせているのは単なる偶然じゃないと思うんだ。

M．それはどういうこと？

T；この二つの蘭飴は、日大の社会を最もよく映し出す鐘みたいなもので、圧倒的な差

別・胡】圧・収奪の上に成り立っているってこと。日大の物隻的・経済的繁栄はアパ

ルトヘイト体制下の黒人の安価な労働力の上に成り立っているわけだし、反発なん

か最初から最後までスゴイ差別があって始めて動くわけだからね。ナミビア・南ア

以外から入ってきているウラン、例えばアメリカ合州国のウランの場合、アメリカ

の太東の主人であるはずのアメリカ・インディアン（ナバホ・ズー・シャイアンと

いった先住民族）は白人に土地を奪われ追いたでられ居留地（リザヴェーション）

という名の不毛のホームランドに半強制的に住まわせられている。アメリカ版アパ

ルトヘイトだ。そこで暮していくためには、ウラン探掘の仕事に従事せざるをえな

い。彼らは日常的に被燻し、ウラン鉱さいやラドンガスなどによって肺ガン、甲状

腺l革書に伴う病気に冒される。米国全体の平均寿命が70歳に対し、インディアン

の場合は47歳だといわれている。日大の原発下請労働者同様、病気や死亡に対し

ても全く保l革されていない。

M．全くヒドイ状況なんだね。なるほど採掘から運転、廃棄物処理まで原発は差別構造

の上に成り立っているわけだ。

T，そう、そんな庚発を推進している電力会社に一泡ふかせるためにも電気ボイコット

ガンバラナクテ′ヽ！

M，そうだね。その日はアンタみたいに屋と夜が逆転した生活を送っている人は、日の

出とともに起き、日の入りとともに寝るってのはどうだい。太陽や自然のありがた

さがわかるんじゃないかい。また．鍋や釜で飯を放いて七鶏で魚を焼いて食べるな

んてのも磨くないし、真っ暗な中で闇鍋なんてのもおもしろそうだ。

T；ともかく、電気がなくて困るなんてネガティヴな面ばかりみないで、その日杜普段

できないおもしろい経験ができるぐらいの気持ち、遊び心でやりたいもんだね。

（M．TERAKADO）

穣
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女性く一一一る－ぶ　一　幸陵肯

2月17日（金）予定の『二匹の犬と自由』の読書会が、同日の総評会舘での柏原彰氏

の誘塀会に女性ぐる－ぶのメンバーが合流したことにより、2月24日（金）大喪の礼の

日の読書会に変更された。

ガラガラの電車、人気のない適に違和感を感じながら事務所に向ったが．参加者は、く

ぼた、遠山、上林．松島、金山、田中、宮野、福地、そして新しく久保田夫妻が参加され

盛会だった。

内容は、遠山さんからの行動委員会の財政についての事務局会議からの提案、くぼたさ

んのノヽラレで開催された「南アフリカとナミビアの難民女性と子どもを支援する会議」の

報告、F二匹の犬と自由』の読書会の順に行われた。

1．昨年来、反アパルトヘイトの動きが拡大していることもあって、財政が切迫している

ことについて∴事務局からの提案がきれた。女性ぐる－ぶとしては∴事務所の部屋代、公

共料金など最低限の経費を皆で負担することに異議はないが、今までの、誰もが自由に発

言し、この持とまれ式に自由に動ける行動委員会の良さが壊されないような方法で会費を

集めてほしい。また．反アパルトヘイトグッズを作って、販売したらいいのではないかな

どの意見が出された。

2．ハラレからの報告は、南アの女性や子どもたちが、アパルトヘイト下で現実にどのよ

うな生活を強いられているのか、直接会って議を聞いてきた緊迫感に圧倒されてしまった。

ナクーJレ大学成人教育センターのウエンディ一・リーブの「死・荒廃・そして破壊・・
・ナタールの難民」という報告の中で、軍隊や警乗の弾圧も恐ろしいが、それ以上に、武

装した自警団（ビジランテ）の破壊行動は、人間が人間として存在する基盤を破壊してい

る。ナタール州のある村での報告で臥　自警団が村を襲い、村人たちは殺されるかどこか

へ行ってしまい、村はゴーストタウンと化していた。

3．F二匹の犬と自由』駄南アの子どもたちの作文、誇、絵と日大諸宗がみひらきにな

っている構成で、アフリカ行動委旦全訳編による記念すべき未である。

日大の子どもたちに謹んではしいという期待があるにしては、後の南アの現状について

の解説や報告が盛り沢山で、子ども向けというより、教師向けの太になってしまっている

との声あり。　子どもの作文は議んだが、後の部分は読んでいないという人が多く、読書

会は次回（3月17日）にまわすことになる。

このF二匹の犬と自由』をどう日大の子どもたちに伝えていったれいいかという方に話

が移っていった。　アパルトヘイト下で、学校に行けず．町で友だちと遊ぶこともできな

い、当り前の子ども時代を奪われている南アの子どもたち。一方、日太では、誰でも学校

に通うことができ、自分の部屋さえもっている。経済的には恵まれているが、いい大学に、

いい会社に入るためと受験勉強に追いまくられ、自分自身の学びたい心や，子どもである

今を生きる級別を奪われている。この子ともたち同志が、同時代に生きる人間として接点

を持てたら、お互いにすぼらしいことだろう。　例えば、子ども同志の文通などできない

だろうか。　私自身、南アの女性や子どもたちが、あの追いっめられた状況の中で．死と

向いあいながら、人間であると主張する婆に．今を生きることの意味とすぼらしさを扱え

られた。
（福地）



果し・て「アシナ・＝アリ」iま、素寒貧と訳せるカヽ
甲e have no lOlley

藤木　省策

1981年に世界的な評価を受けた南ア黒人の二人芝居「WOZA！ALBERT」の作

者で役者の一人ムボンゲ二・ムゲマが、「コミッテイッド・アーティスト」とい

う劇団といっしょに、これまたブロードウェイでヒットさせた「アシナマリ」が、

入場料五千円とともに、渋谷のパルコ・パート3にやってきた。えっ何だって！

1974年の反アパルトヘイト国連決議に基づく規制措置を密かに破り、牽入国

のカタチで反アパルトヘイトを命がけでうったえにきたのだろうか。事実はもち

ろんちかう。今回は．外務省の肝入り公演なのだ。後援の1つに入っている国際

交濾基金も、内容の蕃杢なしに金を出したというのだから、これはすごい。はう

し！意図は見え見えの外務省、対南ア貿易額世界一の汚名を返上すべく動いてみ

たは．通産省・財界のガードはあついは、いつもながら運動のもり上りはもう1

つはで、ここは国際社会で、ええかっこの1つでもしようというのかいナ。

⑳

といった、おチャラケの文体を止めて冷静に「アシナマリ」公演についての位置

づげをやらかしてみようと思う。

まずは、その国連決議に基づく1974年に出された外務省の規制捨置につい

て。この規制捨置自体、実施時から間願のある措置であった。それは、（手スボー

ッ、文化、教育交流を目的とする南ア国民の入国ビザを発給しない。②日大人

の同交流を目的とする南ア入国を行わないよう説きすすめるというものである。

ということは、まず南アからの文化交線が全ていかんのだから、反アバルトヘイ

トの立場の人間の入国も拒否してしまっていた、ということになる誉（実際1年

ほど前南アの匿名の人物から反アパルトヘイトである自分が、日太に入国できな

い問題をどうするのだという手紙をもらったことがある。）その反面、南ア・ア

パルトヘイト側の人間を入国させてきた外務省の実績は、1975年から鍾真金

空手世界大会が日太で開催される度に．南アの選手を入国させているし、197

9年には、世界J・ミドル級選手権の審判に南ア人2名の入国を許可している．

また、日太からの交流を止めるように勧めるといっても、別に嗣則規定はないの

だから、1984年にはプロゴルファー青大功が南ア大会のため、サンシティに

入り7万5千ドルを得たあげくに「差別は感じられなかった」としゃべっている

のだ。
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だから、1974年以来、こんなザル規則をやってきた外務省に対して、「ア

シナマリ」入国許可を、なかなかやるじゃないかと考えるのもおかしいし、ええ

かっこしいと批判するのも意味がない。大事なのは、この規制冶置の問題が．今

「アシナマリ」公演を過して、はっきりとつきつけられたことを認識することだ

と思う。さて、ここまで考えれば、朝日ジャーナル（3月3日号）の柴山記着の

「反アパルトヘイトを訴える文化交流までも入国制限される状況を変える運動を

日大人が率先してやれば国際的な汚名のいくぱくかは返上できるのではないか」

（傍点、藤未）という文章は珍厨に患える。汚名返上だけを考えているのは日大

政府であって、まさに日大政府にとって、「アシナマリ」は、かっこうのエサに

なるのだ。つまり、「アシナマリ」は、日大が南アに対して経済制裁しなくても

いいのがれのできる国良的汚名返上の手段としての反アパルトヘイトの芝居とさ

れてしまうことになる．

ならばと、そのいいのがれの片棒をかつぐことになる「コミッテイッド・アー

ティスト」を少し疑いの日で見てみよう。事実、彼らは昨年1月のオーストラリ

ァの建国200年祭に招かれ公演している誉（反アパルトヘイトの立場に立つは

ずの彼らが、なぜ、アボリジニ人を200年間侵略してきたも祭に招かれるのか。

）また、周知の通り、南アは非常事態宣言下であり．そんなにたやすく、彼らが

内外に出られるのは、どうしてなのだろうか。等々の疑問が出てくることは出て

くる。しかし、ここで「コミッテイッド・アーティスト」を非難することは筋ち

がいたと思う。たとえ彼らがどんなつもりでやっていようとも、事実としてアパ

ルトヘイトは続いているのだから問題は伺も変わらず、反アパルトヘイト運動の

原則「日東人の閏蹄としてアパルトヘイトに反対していく」ことをどうやってい

くかの点にしか、返らざるをえない。そして、もちろん反アパルトヘイトの南ア

人と交誼できることはすぼらしいことにはちがいないのた。ならばだ。ぼくたち

は、「アシナマリ」公演を汚名返上のいいのがれにさせない運動（南アへの全面

経済制裁。外務省の規制捨置の改正）を作り出していくことのみが、「アシナマ

リ」の舞台に接し何かを感じた人間の責任であるのではないだろうか。

＊日大は、1974年6月15日、文化・スポーツ・教育交流の制限を発表、

これを目的として入国しようとする南ア人に対しては．ビザを発給しないとした。

また、86年9月19日に軋観光ビザの発給も停止すると発表している。

※彼ら自身はこれを否定しているようだが



＜おれは鉱夫だった（1）＞
‥窄夕諸WJ▼ンソヾウン八．鯛く廊〃rいく腰

放蚕道炒り俳威せらカ石野rくるカgん肋を

ガの磨丘J／にするごと．労紗茸どうしの′二股／j朝露主

題／．ムプムメ‘ティ「とし畑の淵　‥・こわば．ぽ

ん雌ケガ好まで威ズガつた励至生々しく腰毒、威実生

暦戚評て諺占。　文：ムズィムクルーマルンガ

r凱なんて輔鞘とたいして変わらんよJ

と根掛った蜘ど‥
今仇ソウ工トの家で石炭ストーブの前に座って自分

の脚を見おろしたら、ふくらはぎにくっきりと深い領の

筋が走っていた。そのみみず腫れは、半年前までやって

いた生滅の名残りにはかならなかったい地下に入るとき

に毎日彪いていたゴム長靴の娘だった．

わたしは川下．鉱火として叩身者用の「部族別けに

砧鎖されたコンパウンドで暮らしていた。それは南アフ

リカでもかなり特殊な／1ゴだった。

鉱山を選んだわけではなかった。選択の余地がなかっ

たのだ．′声校を出てから職がなく、1986年の品初の数ヶ

月，不採川の通知．琴を入れた封筒は膨らむばかりだった。

そこでわたしは次の手段として、タウンシップでいわゆ

る「マーケッティング」といわれている方法で仕事探し

を始めた．これは毎［卿へ行って．仕野がないかと‾件

一件訪ねて歩くことだった町応暮した妥甑がはねられて

返ってくるのよりもずっとつらかった。

6月のある金曜の午後，またうまくいかなかった「マ

ーケッティング」から帰ってくると、伯父のホエネーネ

がソファで新聞を読んでいた．「なあ、おまえ、疲れて

るようだな．どうしたんだ91と枚は言った。わたしは

眉をすくめながらr仕事探しってのはいらいらするもん

ですね」と答えた．

rじゃあ、どうして鉱山へ行かないんだよJ退鞍する

まで】畔も鉱夫をやっていた伯父はそう言った。

「ええっ、おれが？鉱lltへ9そいつは叔後の慮後に考

えてた場所なんだけどなあJ

「タウンシップ出のおまえみたいな若いやつが、細山

で働、てるヤつを′くカだって思ってんのは、おれだって

TⅡ石　　　　　　　　　　川gp呼町OrdC闇

WEE　Ⅳ朋
1渕8年7月29日－8月4E】付より

南アフリカ

鉱山労働者の生活

ムズィムクル・マルンガ



簸
「おれがやだなと思うのは，コンパウンドのことなん

だよ」。わたしは、労働名が動きづめに働いて休みも息

抜きもないことは聞いていた。男だけで赤らすなんて、

考えるのもイヤだった．それに新郎で∴鉱山では凰人に

はやらせか、仕事があるというのも、たくさん事故が起

きることも読んでいたい地下にもぐるのは怖かったし．

いわゆる鉱夫の接ぎ、といわれているものも、わたしは

好きではなかった．

伯父は、鉱山だって変わってきてると一蹴してrおま

えが行ってた締学校とたいして変わらんよ。投票に出

る代わりに働くってことだな」と言ったのだ。

わたしは納指しなかったけれど、伯父は父にそのこと

を言乱．てみようと言った．「無理に行けとはきわんよ。

職険しは続けるといいき。でも，鉱山へ行くことになる

んじゃないのか」と。

2ケ月後、わたしの努力がすべて社翻こ終わったとき、

彼の亘ったことが正しいことになってしまった。わたし

はコンパウンド碁らしを始めることになったのだ．

ところが．鉱山が実際にどんなところかという点では、

伯父のまったことはまちがっていた∴想像していた以上

にひどかった。いまだに、凰人にはやらせな川上事がい

くつかあったし．地Fにはいまでも恐ろしい謳故が起き

ていた（ほとんど毎軋坑道から盟院を負った労働者が

担架で迎び出されていた）。

それにコンパウンドがいかに不鰍なところかという

こともわかった。食べ物こ杭れるまでの2ケ月間、ひっ

きりなしに田柄に悩まされたが、医務所では下剤をくれ

ただけだった．ベッドはひどいもんで、まるで板の上に

評っペらなマットレスを敷いて経てるみたいだった。

とうとう金鉱へ

わたしの鉱夫生活にLヨハネスブルグの郊外のイース

ト・ドリーフォンテイン金鉱で、1跳年7月訪日の朝に

始まった．（ぬ父がそこで軌－ていたため．知り合いが

いたのだ）。そこの菅蛾が、わたしを雇うことに同志

して、面会の約束を取りつけてくれていた．給料は一二遇

44．馳ランドのはずだった。

でも、先ずカールトンヴィルにあるオバーホルツアー

鉱山管毘局rムズィリカズィ」へ行かなければならなか

－19－

った。これが鉱夫生活の第一段階。そこで契拒否を受け

取り、他人的身上劇をぜんぷ出して、写真を慮られ，指

紋を捺して，血液換査を受ける。

午後1時に、鉱山パスは「イーストJにもどった。坑

口のまん前に止まった。もう一一台のバスから鉱夫たちが

降りてきた。そのとき初めて、これからいっしょに働く

人々を目の前で見たのだった。

軌、たことに，みんな太って見えた．彼らが憾衣の

Fに少なくとも2枚の下着を着ていることがすぐにわか

った。朗じゆう白い泥がついていた。

わたしといっしょにやってきた剋そうな背の掛、が

っしりした男が、わたしの当塵を見て，「坑道振りの

連中だよ。なんであんなにいっぱい老込んでると思う？

仕鳩が寒いからさJと言った．

鉱夫たちは威張って如、ていた。′くス停に柴まってい

る女たちの目の前で飛びあがらんばかりの格好で歩いて

いるやつもいた。

見るからに浮き浮きしたようすの鉱夫と楽し気にしや

へっている女たちがいる一方、夫というよりたぷん恋人

をじっと待っている女たちもいた。みんなごっちゃにな

って、美人もいればそうでないのもいるといったぐあい

で、エスカメルのスキン・ライトナー（肌を白く見せる

77ンデーシヨン）を顔に塗っていた．

「ステイプル（家訓、威日までバスの運転手につい

ていくと‥新参者が全員コンパウンド事務所の正面に集

まっていた。指紋を捺した契楯が紹所内の事務員に

よって徹底的なチェックを受けた

待っていると、地中のどまんなかの坑道から称ってき

た、灰色の顔をしたベテランの鉱夫にからかわれた∴彼

らが2番コンパウンド〈向かうと，そのやかましい長靴

の音が舗道を窯わせた。r新米よ、おまえら、そんなこ

とやらねえぞなんて，おれを見てるけど．どうせおれた

ちや石ころだらけんなかで会うことになるんだ也と叫

んだ．

2時間後、わたしは腹ぺこだった．すると搬（マ

バラーネ）があらわれて、わたしたちの名前を呼んだ。

一人ひとり，マバラーネの手からドンバス（身分謹明晋）

をもらって「タイムレコーダー」のために長い列につか

なければならなかった。わたしたちのような管哩力のな

いものは、マレシャスと呼ばれていた．



証明井類は、背が低く筋骨たくましい色黒の．大きな

腹とかすれた声の男によって発行された紋の眼光はr

聖なる水J，つまり酒をしこたま飲んでいることを物語

っていた。

それからいよいよコンパウンドを見ることになった。

すでに13000人の鉱夫にとっての「ホーム」になって

いる場所だ。

コン頗ン紬塊
それは■l占い隣席フェンスに掴まれていた．わたしが落

ち羞くことになった2番コンパウンドは、古い⊥番コン

パウンドよりは広かったが、1部屋に四人も人がいた。

くり色．ライトグリーン、クリーム色と、色とりどりに

塗られた外側のブロック塀に囲まれ、2應コンパウンド

は静かだった．

1番コンパウンドは．混だらけの長靴とべたついた作

業衣が部屋の前に楼まれ、息が詰まりそうだった。汚水

が門まで続く芸のなし欄巨水瀧を流れて、歪つきの排水溝

に飲み込まれていくのが見えた。

2番コンパウンドの部屋は．スチールの森組ホ払弘

ドアのない3つのコンパートメントに分かれていた。4

X3／4大の壁が寝る場所と食べる場所を隔てていたが、

「台所」のテーブルから寝る場所はまる見えで、眠りは

冊艶に妨げられた。

1番コンパウンドは、3段の朋がテーブルを取り囲

んでいて、台所は独立していなかった。3平方メートル

ほどの狭い空l削こロッカーがあった。衣煩が壁にかかっ

ていた．壁に打ちつけられた劇■に．いいかげんに引っ甜

けちれたハンガーからぷらさがっていた．

壁は真っ白だった。部屋の突き当たりの窓からわずか

な自然光が差し込んでいた机蛍光灯からの光の革が不

愉快なまぶしさを放っていた。

2番コンパウンドでは、衣蝋は榊と細の閲の衣類

糾すからぷらさがっていた。台所をふさいでいる錯つい

たロッカーは役立たずで、狭いだけでなくゴキブリの天

国になっていた。（ロッカーを開けると∴近所の店「マ

チョ二ザ」から買ってきたバン切れのうえに2－3匹お目

にかかり、そんなのにびっくりすることはないと言われ

た）。

2番に移りたいと申し込むためには1番へ行かなけれ

ぱならなかった。そこでは先ず、会社からの有名な髭問

をされた．「どの部族の出身だウj

それに答えると、それぞれの母語によってr部族代点

者」のところへ連れて行かれた．ここでの生活では盟重

な人物ということになっていた。「ソト藷を話すのか91

とわが「部腹l蟻」セイマはわたしのドンパスを且なが

ら聞いた．「ええ」とわたしは答えた。

するとrズールーの名前じゃないか？」と聞いたので、

rズ】ルーの名前でも．ソト顔を話す人はたくさんいま

すよ」とわたしは伴えた。

「KK7へ連れて行け」と、うさん臭そうにわたしを

見ていた若者にセイマは言った．

わたしはその部屋に連れられていき、チヤカと呼ばれ

るイシボンダ（その部屋の宜佳肴）に紹介された。枕は

わたしの番のところで通路の反対側の最上段の境軸を指

差した。

「おまえはここで凝るんだ」とチヤカは言った。とて

も親切そうな感じだと思った。ところが．わたしがタウ

ンシップから来たと言ったとたん．態度が変わった。「

セイサめ、おれたちんとこへならず者をよこしやがった

な」と言ったのだ．わたしは．傷ついたことを顔に出さ

ないように、ニッと笑った。

餌の騒甜軋選択権を持たず、証明のまぶしさと

熱をがまんするしかない新入りのためにとってあった

それに、年配の男たちは坑内に入るための瓜に着変える

ために跳び降りたりするのは、こけんにかかわると思っ

ていた。

最初の夜は．ちょっとした動きも注意して聞いていた

ので、取れなかった．鉱夫たちがぐっすり眠り込んで、

77ナカ7ロ（訳注：ズールー乱アフリカーンス番、

英詞の混成顔で、白人がたどたどしく命令するときに蚊

われる）の夢のなかで掛、ぴきをかき始めてから，わた

しは跳び降りたJ好い部屈のあちこちから声鋼聞こえて

きた。rおい、おまえ！おいっ、かまっ抜きに気をつけ

ろよlリーダーはどこだ9ここにこいっていってくれよ、

ここは危ないぞってよお」

起床のベルは午前2時半にけたたましく鳴った。それ

から2番目のベルが鳴った。みんな朝からとび起きて

‥まだ日が捌かないやつもいた‥地下にもぐるため

に着変えた，ほかの忠敬では話し合いのうえで、夜中い



鉱山のコンパウンドには、まだこんな

共同便所がある

くつかの明かりをつけっぱなしにしていた。

われわれの部屋では，8時半には全紬1

された。

次の晩．わたしはンタテ（おやじ）のチ

ヤカからその知屈のルールを教わった．「

これが．おれたちのやり方だ。朋i番に台所

からムコンポティ（ソルガム・ビール）を

持ってくることになってる。だから，おま

えも順番が兼たら、おれたちにビールを持

ってくるんだ．

もしも自分の番をさばったら、この氏族（ネーション）

（紋はここの人をそう含った）は．嬉しく思わんだろう。

そんときやおまえにしかるべき判決を下すことになるだ

ろうな。たとえばだ．まるまる一週間おまえは独りでど

－ルを連はなくちやならないとかなJ

「霜除のほうは、毎週日曜の朝5時にやる」。いきな

り背の低い観丈そうな、泉を生やして飴のベストを新た

男がわたしに叫んだ．「もしも、今までのはかのやつら

みたいに起きなかったら、おまえはここをたった独りで

福除させられるぞ」。それは丈格好のせいで「マショー

トJと呼ばれる、インポンダの補佐役だった。

「それに．慮初の月給でメチェカ（マシユニサから労

働者が唄ってきて、細にかけるシーツ）を買って、ベ

ッドを整えるんだ」と、牧は言った

鮎での恭らしについてはほかにも、こそ泥がいるこ

と、とくにステイーノ側の鍵をかけないやつがやられ

ると言われた．彼らは不平を鳴らした‥大声で日持

ち物にr脚が生える」んだと。

雌の撤賊劉
そのうちにわたしは，そんなふうに暮らすことにも餌

九で，そういった出来事をやりすごすそめ筍特有の術が

あることを知るようになった．水曜の午後の、ある種の

「人民裁判」が、窃盗のような犯罪を扱うことになって

いた。それが．人の言うことを聞いたり，集まりをもっ

たり、不調を述べたりするにはおあつらえ向きのときだ

と考えられていた。というのも，ウィークデイのうち鉱

夫が台所で生の肉にありつけるのは、その日だけだった

からだ。

毎週、水曜と日曜に肉が出るのを、みんなじっと待ち

かねていた。坑道から遅れて上がってきたら．自分の分

け前を逃してしまうことになって．次の肉の顔を見るま

でまた：1日間待たなければならない。肉は、コンパウン

ド内のすべての部屋に取り付けられている2つの搬ス

トーヴの上で槻された。

水腫の午後はだれもがr引け時帆のあとすぐに鮎

へ大急ぎで直行した。一番のりに肉を選びたいからだ。

けれども．聞かなければならない裁判があるときは、肉

のごちそうはおあすけ、一・作脚‾るまでILだれも

部屈を出ることは（トイレに行くのを除いて）許されな

かつ／こ．

このルールを破るのは大変なことだった‥それは審

美上「裁判所Jの土台を密かに崩すことを意味した。多

くの人がこの不文律と衝突した．一一番よく行われたトリ

ックは，トイレに行くふりをして帰ってこないことだっ

た．

凱屋の紹介があった日の翌臥健師の検査のために診

療所で長い一河を作っていた．一番ひどかったのは，血も

涙もない（とわたしには思えた）老護持によって情け容

赦なく旺入された劇鮎生封だった．いらいらしながら自

分の番を待っているとき∴若そうなマパラーネに、なん

のためなのか聞いてみた．「おまえの知ったことじゃな

いだろ」と枚は言った。そしてその小さなつるっとした



顔がみにくいしわを笛せて歪んだ。

まもなく、わたしはインドゥーナ（訣誰：鉱夫を放り

締まるボス的存在。チームリーダ」とも呼ばれている）

のところへ連れていかれた（2ブロック分ごとに設置さ

れていた）．ムテート・カ・ロ・コムボン‥つまりコ

ンパウンドの法律のためだった

rここへは危険な武静ま持ち込むことは許されていな

いことは、『ボリス』（部族代表のことを暗にいってい

ると思えた）か別削、ていると思うが、従っておまえは

オカピ（ナイフ）を家に置いてくるべきだったな」と一一

見親切そうな、肉付きのいい男机ソファのうえにくつ

ろぎながらも炎顔で言った．

彼の森屋は，部族代表者とインドウーナの部屋みたい

に「JJ」ブロックの一一角にあった。でも、「菅魚」の

部屈とはちがって、そこには台所、居f臥豪室、それに

浴室もあった。枚のためにZ～3人の者が鋤いていた‥ふ

つう若い男が使い走りをやり、渦の掃除やl疇丘をし、

食料を運び，彼のためlこ料理までした．たいていのイン

ドウーナは・・公には「管理職者」ということになる

・・既潤してでかい腹をしていた。

チーム・リーダーのンタテ・モハベロアは「ここはタ

ウンシップとは全然ちがうそ。でもおまえが戎陛強くで

制度に従う気があるなら．すぐに天国みたになところに

なるさJ　と言った．

「タウンシップからきた他の連中は、ここへ来てもう

まくやっていけなかった．でも、頻ってるやつもいるし

いまじややつらも朋上になったな。いまにその辺で出く

わすだろうさ」

徽報比いう甜
新参者はだれもが先ずr払山学校」という訓鮎揃へ？r

かなければならなかった。ここで鉱山の主な方針と、親

会社ゴールドフィールズの、あらゆる仕事を脚‾る叔

劇を学ぶことになっていた。長年務めている鉱夫でも、

仕事を離れたあと腐ってきたときは、このセンターに湿

ってこなければならなかった。マパラーネだけは免於さ

れた‥彼らはただコンパウンドの事務所に報告して、

診療所で目と耳の捜査を受ければよかった。

われわれは午前5時　分に到着した。午前6時には、タ

イムレコーダーのある部屋は、訓練を受ける者が押すカ

チヤカチヤいう晋でいっぱいになった。それから、われ

われは、新参者クラスとr舶l練者」クラスののレープ

に分けられた。

表層部の労働者はセンターでは恥－ヘルメットを被る必

要はなかった。しかし、われわれのように契約執こ地下

労働とある者は、ヘルメットと「マドLu（膝とふくら

はぎを保威するゴム）の着用は強制的だった。引け時間

になると、みんなできる限り早くそれをはずした。

インストラクターカ髄のまん前に立ち，現川】を述べ

る‥それをわれわれが大きな声で復暗する。「すべて

の仕事のなかでも大事なのは、事故を防ぐことだ」と紋

は言った．われわれはそれを全員で大きな声で唱えるの

だった。

ノックもしないで，2人の若い白人が教室に入ってき

たとき．われわれはまだマクル・ムテトを唱えていると

ころだった。2人軋　ちょっと立ち疎んだようなインス

トラクターを見ていた。それから．1人がrどうかね？」

と言った。「うまくいってます、ボス」r3人ほど，応

急処置童まで来て、病人になってもらうj

「おまえとおまえと、おまえだ。来い」もう1人の男

が、11柳川こ座っていたわれわれ3人を薫名した．

牧はすでに外へ出ていたけれど，われわれは動かなか

った。インストラクターは大声で、われわれにムルング

（白人の男）に追いていけと言った。

応急処在室には、白人の管理者の一群がいた。その一

人がわたしに向かって言った。r背の高いの．機になれ」

わたしは不承不承彼を見て、ゆっくりと馳こなった。一

人の男が鉱山の表層部と深層部の両方で、起きやすいい

ろんな事故について述べていた

痛かった。右腕の筋肉に包啓がくいこんで，鈍い痺れ

るような痛みがあった。赤くしようとする人物の顔が見

えた。彼は、痛いことを確かめていたのだ．わたしは首

を上げて施しようとしたが、彼はわたしを押し倒して

rおまえは病気なんだ、いいか，窓でろ」と言った．2

時臥わたしはできる搬りいい「病人Jになろうとした。

やっと終わったとき，目がくらむほど頭痛がした．鉱山

の生活は厳しい、とわたしは思った。そして、それはほ

んの始まりにすぎないことに気がついた‥まだ地中に

さえもぐっていないんだから．　　　（つづく）

（文豪：くぼたのぞみ）



教科書もこ見るア＝7　リカ認識

広島アフリカ講座実行委員会

杉太：則夫

1高校地理の教科書・地屈瞳の問題点

私たち広島アフリカ講座実行委員会の一・負の0さんlt学生時代から地理が大好きで、

社会人となった今でも地図帳をよく見るそうです。そのかれが学習会の廉で、「地図鰻に

奴隷海津とあるのは、おかしいのではないですか」と問題をなげかけました。会且の中に

は社会科の教員もいますが、教員ではない0さんの拍鯖に、ちょっとたじろぎました。

言われてみれば、確かにおかしい。でも、それ以外の表記をみんな知らない。中学・高

校の時みんな「奴隷海岸」と教わったのです。あれから20年以上もたっているのに、今

なお「奴隷海岸」なのです。そこで、ノヽタと気付きました。この地名表記以外にも、既に

いろいろな方が日太人のアフリカ諾議の問題点について棚しているのだから、これを機

会に教科善会社へ捉起してみようと。

教科書を調べ始めましたが、私の勤める学校には出版されている教科善が全てそろって

はいません。それで、教育委員会に£願いして教科書の且太を一括展示してあるという所

に行き、見せてもらいましたが、驚いたことに、私の学校よりも地理については種類が少

なく、教科書採択のシステムの一つのお粗末な実感にl重点としました。仕方がありません。

手元にある教科書（4社7種）という限られた調査となりました。ポイントは次の三つで

す。

○教科善の地図や地図帳に「奴隷海岸」「魚牙海岸」「納海岸」の地名が裁っている

が、はたして、いまの時点で必要なものかということ

アフリカの歴史を語るときに奴隷貿易について必ず触れるでしょう。その限りでは、奴

隷海岸の位置も示す必要がある，しかし、現在の農業分布を示した地図に「奴隷海岸」と

示したり、現在のアフリカの地図にバダグッ海岸（Radagri Coast）と表記せずに、どの

ページにも「奴隷海岸」と示すのは納得がいきません。いまの高校生も、やはり「奴隷海

岸」としか知らないことになります。

O「部族」、「部族主義」の用語について

この用語については、私が知る限りでも、篠田豊氏、米山俊直氏．楠庶彰氏が批半ほれ

ており、そのためか多くの教科書はアフリカ記述において使わずに、民族集団とか民族と

か表現しています。しかし、今なお使っているものもあります。

－23－



「これら新興国は、血族関係にある多くの部族を単位とする社会から構成され多様な

言語や文化がみられる。独立直後に臥部族間の対立による動乱が続発したが．名国は、

部族間の融合を進め、その統一によって国民社会の成長をはかってきた。しかし、一つの

国に部族を単位とする多数の言語が存在するため、それぞれの言藷を文字化して低い識字

率を高めつつ、部族主義を克服することは容易ではない」。（山川出版社「詳説地理」

P．239）

ウガンダの改野学者、アームード・マムダーニは「ウガンダの政治・階級慮成」で次の

ように述べているそうです。「現在、アフリカ大陸に存在するあらゆる人間業団が、その

歴史的な発展週程を無視され、一律に”部族”と呼ばれている」。「なぜ200万のノル

ウェー人が‾人々け（p‥eOple）と呼ばれ同じ規模の人口をもつパガンダ（ウガン

ダの人種集団の一つ）が”部族”なのか。なぜ数万にしかすぎないアイスランドが”人々”

で1400万のハウサ、ブラニ（ナイジェリアの人種集団）が”部族カなのか。唯一の回

答は（人々を”部族”と呼ぶ側の）人種主義である」。（篠田豊「飢蝕と『部族貞一一植

民地主義の研一一古今書院「地理」1985年12月号のp．20）

このマムダーニ氏の文章からも、先の教科書の不充分さがわかると思います。「部族」

というと野蛮な少人数の集団という意味が既に広く知られており、それを上塗りするたけ

の記述にしかすぎません。独立後の「部族間の対立による動乱」も、その鹿田が植民地時

代の分裂支配にあることを書いていませんし、別の視点．例えば「階級対立」かもしれな

いのに、ワンパターンのようです。

◎「ブッシュマン」、「ホッテントット」のよび名について

これが差別語だということ臥ムアンギ氏が持崩されています。（r民綾」創刊号p．

51、54）しかし、多くの人々は気付いていないと思います。私は、かつて、ムアンギ

氏の文章をプリントにして、生徒と読みました。ちょうど映画「ブッシュマンJ（映画を

作ったのは南アフリカの白人ジェーミ一・エイズ）をみたものがわりといて、かれらはム

アンギ氏の指摘に術車をうけ、困惑し、考え直したようです。

「映西を見たころは、この映酉は笑うための映西なんだなあとしか思っていませんでし

た。自分を含めて、どうして見た時にもう少し考えられなかったのかと残念でなりません」

。「僕らがアフリカと聞いて、まず考えるの臥アパルトヘイトや飢えの問題です。この

ようなことしか知らないから、すぐアフリカの人々はかわいそうだとか思ってしまう。こ

れからは、もっと他の角度からアフリカを見つめ直さなければならない．いろいろな角度

というの軋その国の文化を学んだり、歴史を学んだりすることです。でも文化を学ぶ時

に気をつけないといけないこと駄表面的なことだけでなく、内面の臭まで学ばないとい

－24－



けないと思う。（1987年度高2生徒）

差別語を朋険し、サン人コイコイ人と正しく示し、そしてボーア人の進出によって、か

れらが南アフリカで賊したことを記述してほしいものです。アパルトヘイトの記述で教

科書にサン人、コイロイ人のことを書いたものは、私の知る限りでは．ありません。

以上の三点を尋ねる質問状を昨年8月．五つの教科書会社に出しました。その返答を四

社から頂きましたが、そのことは次回に報昏いたします。

なお、質問状をつくるにあたって、二回学習会をもちましたが．0さん、Nさんのおか

げでセネガルのムバラク氏、ナイジェリアのチュクラー氏、タンザニアのムタシワ氏の三

人と討議することができました。特に、印象漂かったのlよチュラーク氏が「奴隷海岸」

の言い方なんて自国では全く使ってないのに、なぜ日太でそういうのかと驚き、苦笑して

いたことです。かれは日太に来て、さまざまな無理解に直面したせいでしょうか。怒りを

見せるより臥　また、こんなアフリカ理解かと苦笑したのだと思います。
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池血ur on u山e Sp8C由止　be虹k d Sout九Ahicam and Nalibian

Refugee Women a山mildren

「南アフリカとナミビアの難民・女性子どもを支援する会議」

に出席して　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くぼた　のぞみ

1粥9年1月1日16－18日の3［王間、シンパプウェのハラレ国際会議場で行われた会議に，

日本反アパルトヘイト委員会・東京の代表として出席してきました。この会組　国連反

アパルト委員会の主催で、地元ジンバブウェの女性グループ（Assoclation of仇Ⅷen’s

Clubs of Zibbab代）が世話役をやって開催されたものでした。これは、会議を含めた十一

日間の旅の報告です。

まず、出発前日1月11日の夕方になってやっとフライト・スケジュールが決まるという

気をもませる日程から．それは始まりました。その日はインドとザンビアの大使館を2つ

ハシゴしてゲイザをもらうという離れ技さえやりました。1月12日の早朝、家を出て、デ

リー，ポンペイと経由し、なぜかモーリシャスでトランジットのためまるまる1日ぽんや

り過ごし、翌朝ハラレに向けて出発。このポンペイ→モーリシャスの座席が出発する当日

の朝まではっきりしなくて、はらはらしたわけがボンベイに着いてわかりました。

なんと南アのインド系の人（とくに子連れの女たちが多かった）が里帰りするツアーと

鉢合わせしたのです。機内では隣り合わせになった、額に赤い印をつけ、孫が3人いると

いうサリー姿のおばさんが、まあしゃべることしゃべること。国連の準備してくれたチケ

ットはエグゼクテイヴ（！）だったので、そういうチケットを買える南アの人というのは

かなり裕福な人に屁するんだろうな、それだけ考え方も保守的かもしれないなあと思いな

がら「これからハラレの会議にいくのよ」というと「なんの会議91「深刻な鮨よ」と

答えると、「あーあ－」と首を大きく上下させたあとちょっと沈葱があって，「瓢民の人

の支援会議」とわたし。それでも会話は途切れずに続きました。

彼女の話のなかで由金的だったのは「日本の女性にとって、日本のなにがいちばんいい

の9　8本の象庭電化製品でいちばんいいものってなに9」轟という質問で∴答えに崩しま

した。「あたしやね、フードチョトッパーのいいのが欲しいんだけど、日本製のでいちばん

いいのはどこの某品だい？」とたたみかけてくるのです．「いやあ，わたしなんか、盟桟

の手入れが面倒なのでたいてい包丁で済ませてしまうから，よくわからない」というと「
へえ一つ」。彼女はもともとインド出身で、南アのインド系人のところに嫁に行ったとい

うことでした。だから彼女にとってその旅は、文字通りのr里帰り」だったのです。人あ

たりのいい、とっても「中流的Jな人（インドは金持ちと貧乏人しかいないけど、南アに

は中流階級がいるでしょ、と彼女は言った）でした。
ハラレまでの（ヨハネスブルグ行きの）機内では、あたりを見渡すと白人ばかり。わた

しの隣の席にはハデなシャツにショッキングピンクのパンツルックという大柄なお兄さん

が座り、しきりに足で貧乏ゆすり卜顔は日に焼けてまっか。休暇でモーリシャスに行って

いた26歳の南ア人でした。大学での勉強を終え、エンジニアとして働き始める前の休暇だ

ったそうです。軍隊の経験もあって「あれはなかなかいい体験だった」なんて言うのだ．
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わたしがこれから行く会議の話をちらっとすると、そのお兄さん、怒ってしまった。

後部座席から小さな子どもの泣き声がした．rあれがいやだから、オレは篇婚しない」

そして「女が大学まで行って勉強したって．どうせ結婚して家庭に入るんだから無駄だJ

なんてあからさまに言うので、（ちょっと前までは日本でも公然と言われていたことだな

あ）「そんなことはないよ。わたしを見てよ、これでも3人の子どもの母親なんだよ。い

ずれ仕事にカムバックすることだってできるんだからね」というと「でも難しいじやない」

とやっこさん。（あんたのような考えをもった男たちがムズカシクしてるんじゃないか、

と思いながらも、これ以上険悪な雰囲気になるのも消耗だなあと、この話題については会

話を打ち切る）。

南アフリカという副よ、こんな意見が大手を振ってまかり通るところなんだと改めて、

女たちの置かれている状況を考えてしまった。アパルトヘイトのがんじがらめの制度のな

かで，黒い女たちは人種差別と性差別の両方の戦線で囲わなければならない、と『メイド

とマダム』のなかで商っていたある女性のことばを思い出します。

ハラレの空港に着陸する直前の、機内からの眺めはいまでも日に焼きついています。あ

あこれがアフリカなんだ、と思うと胸が熱くなりました。樹木の形が日本のそれとはまっ

たく違う。一本一本、まるで黒人の女の子の縮れたかわいいヘアースタイルみたい。

さぞかし暑いだろうとの予想は大はずれで、上着を脱いで垂港に降りたったわたしは涼

しさに身板いしてしまいました。ジンパブウェは確かに夏だったけれど雨が多く、タクシ
ーの運転手はニットの分厚いセーターを着ていたのです。

空港からホテルまで乗ったそのタクシーがまた、ふるっていましたい小型の日本車で、
エンジンから煙が出そうな車でしたが、それでもサーヴィス椿神からか、客であるわたし

にラジオをつけてくれる。ところが、その昔のすごいこと。どリビリビリト東が剥れるよ

うな昔でした。これはヤバイ、ときっそくなんだかんだ話を始めました。
rオレはこの商売を16年もやってるけど、もう会社務めはいやん有ったな。だから、金

貯めて自分の車持って、自分でタクシー始めようと思ってるんだ．けど許可がねえ、これ

取るのがなかなか難しいんさ。ホラ、右手に見えるのは市場だよ」。土曜の午後だったの

で，学校は休み、市場も人があんまりいなかった。左手に火力発電所のでっかい煙突を見

ながら市街に入っていきました。
rこれから、わたしは会議に行くんだけど、女子どものための会議でね、いろんな人と

逢えるから楽しみにしてる。特にジンバブウェの（アフリカのって言ったんだったかな）

フジウの女たちに逢いたいよ凸わたしもフツウの女だからJ　と言うと「おお、逢ってって

くれ、フヅウの女たちにいっぱい逢ってってくれJ　とこの運転手さんは言うのでした。

着いたシェラトン・ホテル（このホテルに付着するようにして国際会議場がある）は、

そこだけ別世界みたいな堂々たる建物で、おやおやここに3日閲も缶詰になるのか、と着

く早々抜け出す手立て（この計酉は結局、実現できなかった）を考え始めた。だって出発

前に行動垂のみんなが、会議よりも他のものを得てこい、Ⅲピー活動が大事だ、じっくり

南アフリカの女たちと話をしてくるといい、などとさんざん聞かされていたのですから。

翌日、ロンドン経由でやってきた笹生民とおちあって街に出たけれど，あいにく日曜日

で店という店はみんな閉店。人気の少ない通りを行ったり来たり、一休みしていた公園の
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ベンチに座っているわたしたちの前を一組の母娘が通っていった。

8歳くらいの女の子の背中には大きな顔をした赤ん坊．母親は後からそれほど大きくな

い荷物をもって歩いている。日本だったら、母親が赤ん坊を背負い、小さな荷物を子ども

が持つというのがまあフツウだろな、という考えが思い浮かぶ．でも、わたしたちの母の

世代までは妹や弟を背負って遊んだという話もあったのだから、ここ半世紀で日本の子ど

もを取り巻く状況は大きく変わったことになる、なんて話しながら、小雨のばらつく街を

歩いていると、やっぱり子どもを連れているのは圧倒的に女で、たった一級　父親らしき

男性が剖▲児を抱いている家族に出会いましたっげ。

日本だって、ほんとにここ数年ですよね。父親が赤ん坊を背負うようになったのは。あ

のシコイコが出現するまでは、ダッコはしても絶対といっていいほどオンプは母親の役で

したから。

さて会議初日。大きな会議場でした。わたしたちはすいているからこの辺に、と正面後

部のちゃんと机のある席（つまり通訳のインターホンのある席）に座っていると、国連の

反アパ特別委員会の島田さんがやってきて、「どうしてこんなところに隠れているの9

なにかわけでもあるの9　ちゃんと席が用意してあるんですよ」とおっしゃる。

行ってみると、な，な、なんと，最前列で議長席の真下。それも南ア国内から参加した

3人のゲストをさて置いて・・・。一瞬rどうしよう」という不安がよぎりましたが．ま

まよなんとか3日臥座り続けてきました。それだけ日本の反アパルトヘイト連動はいま

注月され期待される立場にあるのだなあ、となにやら重たいものがずしんと肩に乗った感

じでしたが・・・

会誌は、初日が基調報告，2～3日目がパネル・ミーティングで「アパルトヘイト下の

南アとナミビアの難民女性子どもの窮状報告J r乳民の女性と子どもがいま何を必要とし

ているか」「難民の女性と子どもに対する国際的対応について」という頗序で進められま

した。参加者は約150～200人。15人のスペシャルゲスト、国連反アパ委員会加盟屈、前線

諸国、UⅣE9ニ0やVHOなどの国連の機関などでした。

南ア国内からは、ブラック・サッシュの代表、拘禁者支援をやってきたグループ（DIちC

が活動禁止になったあと作られ、昨年12月にこれも禁止されたとのこと）の代表（招待き

れた15人のうち14人までが女性で、男性はこの人だけ）、ナタール大学で成人教育に携わ

ってきた女性の報告があり、みな南ア国内で難民が急増していること、南ア政府のやり方

はより巧妙により暴力的になり、状況は1988年2凡臥降極めて悪くなっていると訴えてい

ました凸　PACからは日本でもおなじみのモード・ジャクソンさん、SWAPOの女性代

表などから、国外に出た難民の人々の窮状が報告されました。

その後、各層の反アパルトヘイト連動の代表からの報告、国連反アパ要員会に名を連ね

る国々の代表のスピーチが続き、わたしも点綴日にJAACの活動報告をしてきました。

強く印象に残ったのは、南ア国内から参加した人たちの報告がものすごい紫迫感をもっ

ていたこと。意外だったのは、会場にANCの代表が全然いないこと、PACの女性メン

バーが多かったこと。難民キャンプに行けないだろうか、と各国の反ア′闇署の代表

から要望したのですが∴政府の許可を得るのに時間がかかるので不可能。そこで、急遽ス

ケジュールを変更して、ルサカのANCオフィスに行くことにしたのでした。　　つづく
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★★★南アフリカの人種差別★★★
～アパルトヘイト・日東・子どもたち、

梅原　彰
きょうは音楽のテープをたくさん用意してきました。

南アの白人以外の人臥掠しいにつけ悲しいにつけ歌います。コシ・シケレリ．アフリ

カ・Fアフリカに神の恵みを』というこの歌は、南アが自由な国として独立した暁には国

歌となると言われています。（テープ）日大では新しい指導要領で君が代－を学校で

歌うようにという通達が出されましたが、この歌と”君が代”の違いは、この歌を国歌と

する国が他にもあるということです。タンザニア・ザンビア・ジンバブエ‥・。他の国

民が許せないという感情を持つのではなく、同じ歌詞・同じメロディーの国歌を共右する

ということだけをとっても、アフリカは21世紀に確実につながっていくという免がしま

す。

この歌を広島の高校生が日太頴にして歌ったテープを届けてくれました。日太の高校生

も、なかなか捨てたものではないと思います。（テープ）今、日太でアパルトヘイトに

対する関心が高まっています。特に1子供たちの間で広がっているように感じます。熊太

県の五大村の陰りにある頻太中学では、F坂東中学校反アパルトヘイト委員会』を作り、

村のメインストリートをデモしたり、学芸会で構成劇を演じたりしています。先日行って

みましたが「なるほど」と思うことがありました。それは、反アパルトヘイトというだけ

でなく、その村の存亡にかかわるような工場の閉鎖が行われようとした時、「工場が無く

なると皆社会に行かなければならなくなる」と・学校中でデモをし、村長もその後から歩

いたそうです。村で遠い夜明け”の上映会をしたり”ァバルトヘイト香国際美鏑展日を

開催していますが．その原動力になっているのはこの中学生たちです。

神戸では英語の授業を一年間反アパルトヘイトで行った先生もいます。北海道で臥ア

イヌの土地を奮ったやり方は南アの白人のやり方と同じだという、アイヌ問題とアパルト

ヘイトとをつなげて考えるという状況の中で広がりつつあります。

きょうは次の5つの間魅について、お話ししてみたいと思います。

1、今、南アで何めざ起こってし、るカゝ？
ほとんどニュースが伝わって来ません。なぜかというと、非常奉養宣言・治安規制法で、

ニュ‾スが伝わらないのです。事件が起こった所へ記者が行くことはできません。愚人蜂

起があってむ死者は何人・死んだのは誰と報道することはできません。政府発表のみを報

道できるのです。では、私が情報をどうやって得ているかというと、南アの新聞．ヨーロ

ッパの市民団体が月2回発行している新聞の切抜きを集めたもの・ANCが出している新
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間の切抜き・来日した南アの関係者・ANC東京事務所のマツイーラ氏等から得ています。

ポタ大統領は（今は病気でクラーク・ディカー文相が代行していますが）三つの軽から

なる総合戦略ということを言っています。一つは徹底的な武力弾圧、二つ日は愚人中産階

級の育成、三つ目は黒人の「政治参加」の保証です。

武力弾圧も国内・国外に対して行うもの、ビジランテ（自警団）を使って行うものなど

があります．国内の武力弾圧について、先日来日したフランク・チカネ師は1984年9

月から88年6月までに5万5千人が逮撼され、34の政治団体が活動を規制され、子供

でも容赦しない梯子を話してくれました。（ニュースNO．10に全文掲載一錮集部注）

今．あちこちの監域でハンガー・ストライキが行われています。これは最近ジャパンタイ

ムズなどに載るようになりました。塀の外にいるブーサック氏やツツ師も呼応して断食を

行っているそうです。

国外に対するものは周辺諸国の不安定化工作です。モザンビークは解放線戦方式で独立

を勝取りました。ですから、植民地時代に良い思いをした白人や黒人など、今の政府に反

対する人もたくさん居ます。その人達が反政府ゲリラ（MNR）を組織。そこに基地と弾

薬と武器を与えているのが南ア政府です。周辺諸国をメチャメチャにしておけば、南アの

アパルトヘイト体制は安泰だからです。MNRは年に一度の収穫期になると現れて火をつ

ける、権助物資が届かないように桶を落し、鉄道をズタズタにしています。村から子供を

誘拐してその子供たちに武器を与え村人を撃たせる。半狂乱になって子供たちほせつ。そ

んな子供で政府軍につかまり．もはや狂ってしまって正常に戻らない子供たちに会って犬

養道子さんがルポを書いています。すぼらしい文章で．最後にFなぜ、南ア政府に対して

経済調1義をしないのか』と書いています。

もう一つの武力弾圧の仕方としてビジランテ（自警団）というのがあります。自警団の

最大のものに．ズールー出身のガッチャ・ブテレジの率いるインカタがあります。彼はレ
ーガンやサッチャーと仲がよく、アパルトヘイトには反対ですが、経済制裁にも反対して

います。ポスト・アパルトヘイトの政権を握ろうという権勃欲に取り付かれています。彼

等臥　800の市民団体でできている反アパルトヘイトの鏡一線銭UDFや労働者の班

であるCOSATU、それに子供たちをターゲゥトに殺りくを繰り、返しています。この、

黒人対黒人の争いを日太では内ゲバなどと呼んでいますが、草の根の市民グループと自分

たちだけで政権を握ろうとする集団との争いなのです。特にズールーの多いナタール州で

は1988年に662人もの人が翌され、親を失ったり家庭が崩壊した人達が国内姓氏と

なって白人やカラードに助けられているという状況です。このことは、一月に＜ラレで開

かれた国連の「女性と子供の会議」（P．26参照一編集部注）でも中心の議題でした。

共同管理センター（JVC）というものが350の地方に置かれています。これは反体

制派の情報収集と、地域の不満への対応を目的に警乗甘・行政官・悪人穏健衆の十数人で

構成されるもので、そのトップに国家治安協議会があり、これとビジランテとはつながっ

ています。ですから、白人政府柱自ら手を下すことなく、ビジランチを使って取り締まり
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を行っているのです。

二つ日の柱は黒人中産階級の育成です・かなりのお金を使って、恩人勢力の分断のため

に、黒人中産階級を作ろうとしています。この中産階級と、日大の進出企業とがつながっ

ていて・よく「南ア愚人は他の国の異人より麿まれている」という人がいますが、たいが

いこのブラックブルジョアジーの育成という政府の方針によって育成された人達です。

三つ目は真人の「政治参加」を保証しようということです。黒人は何才になっても投票

紺まありません。南アのカラードとインド人には3～4年前に与えられました。南アの政

治軋白人議会・カラード議会・インド人議会があり、この代表者で大統領評議会を作っ

ています。大統領評議会の3分の2は白人ですから、予算・教育・軍事等の大事なことは

白人によって決められ・各議会ではせいぜい「祭をどうしようか」等について決められる

にすぎません。昨年の6凡ボタ大鏡鰍まF愚人閣僚を任命したい』F新憲法起草会議に

黒人を参加させたい』という声明を出しました。10月26日に統一地方選挙を行い仁黒

人の地方代表を選ぶ選挙をやりました。『参政権を与えられる第一封という宜伝にもか

かわらず、登録をした人のうち20％しか投票をしませんでした。それ世、有権者の11

5％にすぎないといわれています。なぜボイコットをしたのか。果人たちはFこれは一人
一票制の人種統一議会を廃棄するためのペテンである』という言い方をして批判していま

す。

2・人種羞月叶－アパルトヘイトのルーツと思想

歴史的な話をしましょう。白人が黒人を差別する。ある民族が他の民族の、移動・居住
・慈姑・職業選択の自由を奪うということが、人湖の歴史のいつ頃から生れてきたのか。

15世紀兼の大航海の時代から19世紀まで掛、た奴隷貿易が深く関係していると患いま

す。300年かけて植えつけられた、黒人にとっては劣等感・白人にとっては優級感とい

う人種偏見には根掛、ものがあります。奴隷貿易が行われた時斯のヨーロッパは、人間の

自由や平等についてあらゆる思想が生れた時期でした。その同じ時に全く反対の事が行わ

れているということは何なのだろうか・人間と思っていなかったからではないでしょうか。

黒い疏荷といわれ手かせ足かせをはめられ大西洋を運ばれ、家畜のように娩ごてを当て

られました。ノーベル平祁茸をもらう1年前に動かれたシュバイツァーの書善の中にも

r人民の意志による統漁は必要ない。色顕して白人の支配に従っているほうが平和である」

「黒人に高等教育は必要ない」等と書かれています。

また、同化こそ進歩だという考えがあります。ヨーロッパ人に近づくことこそが進歩で

あるという訳です。日太もかつて朝鮮に対して姓を軌、・言葉を奪って日大語を押し付け

ました。そこにも同じ考えがみられます。

自分自身であることは罪であると何百年もかけて教え込まれてきた果人たちに、やがて

rそのままでいいんだよ」と言う人が現われました。ステープ・ピコです．
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3．黒人意諭運動－スティーブ・ピコの連動と思想
「黒くたっていいじゃないか、人間になるということは白人に近づくということではな

いんだよ」と言うのが黒人意識連動です。少し長くしゃべりすぎましたので、ここでマリ

アン・アンダーソンの黒人霊歌F深い河且をお聞きください。（テープ）

アパルトヘイト体制は、ボーア人のバースカップ（白人優越主義）とイギリス人の産業

社会の民族差別が合体してできたものです。アパルトヘイトは特殊な制度ですが、今の日

大でも建設労働者はアジア人労微意で占められているなど、行われていることは同じです。

スティーブ・ピコ臥1960年の終りに登場し70年半ばで殺されてしまいました。

映菌F遠い夜明け』で知られるようになりましたが、著書F俺は書きたいことを善く』も

先頃発行されました。彼が1972年、黒人学生機構（SASO）の政策宣言の中で「黒

人とは、南アフリカの社会において法ないし伝統によって∴政治的・経済的・社会的にひ

とつの人種集団として差別されつつ、自分たちの希求の実現に向けた翳いに一体となって

かかわる人のことである」と定義しましたが、この考えが与えたインパクトは大きく、そ

れまでカラードやインド人など、白人ではないけれど黒人でもない、できるなら白人に近

づきたいと思っていた人々がこぞって「We are Blacks」と発言し始めまし

た。彼等SASOのメンバー達は封へ出て行って潅漑工事などを手伝いながら「君たち、

そのままの自分でいいんだよ」というメッセージを伝えていきました。ですから、先ず最

初に自分たちを助けてくれる白人リベラルを批判しました。「あなたたちとは一鏑にやら

ない。優しく親切にされればされる程．人間になるということはあなたのようになること

だと思ってしまう」というのです。

闘う主体というの軋単なる怒りや同情からは出てきません。黒いとか女であるとか心

障著であるとか学歴が無い等々の自分の問題と合体して始めて大きな怒りになります。

ピーター・ガブリエルのFピーコウ』をお聞きください。（テープ）

ピコたちの運動の影響をうけて、ブラック・シアターができました。そこにこんな詩が

あります。

私が鰯故老

NO！

白人は黒人を自由にできない

ただ黒人のみが自分自身を自由にできる

いま渋谷で　‾ァシナマリ！”を上前している人達はここにつながっている人達です。

㈱
（2月17日に総評会館でおこなわれた謝金の内容を、編集部が要約したものです。当

日は上記3項旧の柾かに．4．日太とアパルトヘイト　5．同時代の子どもたちの三つの

死の間にあるもの、の5項目について話されました。4．5．につきましては次号に地裁

いたします。）
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こんにちは。いっも行動委見会ニュースを送ってくださって、ありがとうござ

います．

私は今まで、南アにいる日大人は、アパルトヘイトを好んではいないと思って

いました。少なくとも賛成はしていないと思っていました。しかしこの臥そう

ではないことを知ったのです。それは太に書いてあったことから知ったのですが、

南アへ行っている大企業の奥様方が果人のことをどう思っているかというと”

汚ならしい。私たちは名誉白人なのだから、しっかりしなくては”。そして外国

ではよく中国人に間違われるのだそうですが、それに対しても”中国人なんか

と同じにされるなんて！日東人は名誉白人、いっもしっかりした身なりをして聞

違えられないようにしなくては”と太気で思っているのだそうです。はっきり言

ってショックでした。大企業の奥様方なら当然、学校に行っていたはずだし．大

学も出ているのではないかと思うのです．「一体この人達は何を学んできたのか

？！」そう問い返したい思いがしました。

ついこの間も、日太企業の黒人羞別についてアメリカで会が開かれ日太人の黒

人に対する態度について指摘があったばかりです。そして、そんな日太の製品は

絶対に買うべきではないとボイコットすることを言われました。

どうして日太人はこうなんでしょうか。私は向こうには住んでいません。です

から、南アに住んでいる人のことも、どんな状況かもよく知りません。南アの日

東人からすれば、「あなたは住んでいないから苦労が分からないのよ！」という

気持かも知れません。そう言われても、太当に分からないから言い返せないと患

います。

でも、いくらなんでももう少し考えた方がいいと思います。今世界中で差別を

なくそうとしているとき．日大の中でも男女差別をなくそうとしているときなの

に‥・。あらゆる差別をなくすのは難しいことだと思いました。一時期でもか

たよった見方をしていれば、それはなかなか消えないからです。でも、これから

は違うと思うのです。

だから私は、これから学んでいく機会をより多く見つけて、この間題について

は真剣に考えていきたいと思います。ロでばかりきれいごとを言って∴実際には

何も知らない無知な大人にはなりたくありません。愚人のサンボの人形について

も、憲知は罪だと感じました。

これからは、少しずづ深く長く、このことについて考えられたらと思います。

さようなら（岡田　敦子　　中学生）

私達、聖隷高校34HRでは、今年度一年間、クラスl敷金を貴委員会に献金す

ることに決め集めてきました。文化祭でもクラス展示でこの問題をとりあげ展示

発表をしました。遠いアフリカでのことを少しばかり勉強した私達ですがまだ理

解できたとはお世辞にも言えません。大企業が利益追求の為間接的にアバルトヘ

イトを応援しているならば、私達弱き着はみなさんの働きを応援します。わずか

な金額ですが使ってください。（29609円）1989年2月3日

聖忍高校34HR一同
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前略
『反アパルトヘイトニュースレター』を読んでいる者です。第8号でJAAC全国合宿

が広島であったことの報告がありましたが、合宿に参加できなくても『ニュース』にて内

容を報告していただけるのでありがたいと思います。

南アの友人からのたより、どちらの方のお話もなんとかしてあげたいという思いです

が、おふたりを経済的に助けてあげられるだけの力は今の私にはありません，また、経済

的に助けるということであればこのおふたりにとどまらず∴現在の南アにはたくさんの同

じ状況に置かれている人達がいるでしょうから、この人達すべてが今の状況から脱するた

めに臥やはりアパルトヘイトを廃止し、健全な民主国家の下で政治が行なわれるように

なる方向へ持っていくことしかないのでしょう。その為に、今の私に何ができるかという

ことですが・・・…．

最近は、『ニュース』の中に女性の声が多くとりあげられていて、以前よりも私にとっ

てはおもしろい内容となっています。「だれからもらっているの？」の、くぼたのぞみさ

んのお話はとても興味深いものでした。くぼたさんが言われる人間どうしが深い感情で結

びつくことを避けて暮しているストレスだらけの会社、オモシロクない学校、これはすべ

て人間関係が破壊されている現象です。くぼたさんが「元気」をもらっているような気が

する、という気持ち、私もわかる気がします。私自身、明日食べるものがなくて困るとい

う生活でもないにかかわらず精神的に病人でいるというか飢えているという生活をしてい

る気がするのですが、これでいいのかという目で自分のまわりのことを見た時、いろんな

ことが見えてくるようになりました。教育のこと、原発のこと、アイヌ・部落・朝鮮人に

関する差別問題、環境汚染のこと、大きく言えば南北間題と東西間題、アパルトヘイトも

その中のひとつです。私には私なりの関わり方しかできないのですが、いろんな問題を知

るうちに、その間題とそれぞれに取りくんでいるというか闘わざるをえない人達を知るう

ちに、自分がその人達から「元気」をもらっているということに気付きました。

竹下康弘さんの投稿にあった三里塚にしても、現代はひとつの問題が他のことと関連し

ているというか複軌こからみあっている時代だと患います。アパルトヘイトと、国内の差

別問題が決して無関係ではないということです。何を言いたいのか自分でもよく分からな

くなってきましたが、今回の『ニュース』は何か言いたいという気を私に起こさせる内容

のものでした。それだけ訴える力のある内容だったということでしょうか？そうなると、

文章の力、訴える力というのも侮れませんね。それによって人生が変わる人もいるでしょ

うから。

国連で、南アに対する貿易額一位の日本は、圧倒的多数でしかも名書旨しで非難されまし

た。政府や産業界がこれに対してただ反発するだけで何もしないとすれば、日本には人権

意識（感覚？）がないのか、ということになります。国民の間から政府や産業界を非難す

る声がもっとあがってもいいと思うのですが、日本人というのは本当に無知な国民なので

しょうか？これだけ物と情報があふれる中で、真に伝えられるべきことが伝えられていな

いという恐さがあります。これは、教育の問題とも深く関わっていることですが……。

反アパルトヘイトということに関しては、送られてくる『ニュース』がとても大切な情

報源です。ナミビアのウラン密編に関して、電力会社から集金にくる人に文句を言うと、

なぜそんなことを知っているのか？と驚いていました。新開・テレビが髪ぐずっと以前に
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日本初公開ということで送られてきた資料が貴重でした。これからもいろいろな情報提供

をよろしくお願いします。もっと『ニュース』購読者が増えるといいのですが、私の周囲

でも「反アパルトヘイト云々・・・・・・」などというと・竹下康弘さんではありませんが「過

激」というレッテルをはられそうな雰囲気です0これが今の日本の現実です。

長くなりますので今日はこのへんで。また思いっいたらお手紙書かせていただきます。

1988年12月　小早川　佳子

こんにちは！！一購読者より、N．L（ニュース・レター）編集部の皆様へ

私は去年、南アのニューネーシ甘ン紙の再刊祝いに名を連ねたのをきっかけにN．しくニュ
ース・レター）を購読しはじめました．たまには、一方通行をやめて私の方からも何か、

はたらきかけてみようと思いベンを取りました．

N・L（ニュース・レター）2月号を読みました．全休のトーンかアグレッシブで気合

いが入っているなあと思いました．いつまでも声を大にして叫んでばかりもいられない、

行動を起こさなければ、効果ある実際行動を…という気にさせられました．多分　スタッ

フの方々もそういう気持ちで作っているからなのでしょう。

ところで、9ページの「手紙委員会より」ですが、私も手紙を毒きたいです。でも、誰

に何を書けばいいのかわかりません。それから，その上部の3月22日の「統一行動」の

詳細も知りたいです。（次号に載るかもしれません机）活動報告もいいけれど∴私も参

加できると思われる具体的な情報がもっとはしいと思います，では、また。

89年2月9日　　　　大阪府吹田市　森本真由美

ここL－スを拝見させていただきました。”「反アパルトヘイト」のためにこん

なに一生懸命動いている人々が日大にいるカということを知り、とても心強く思

います。私がこの”遠い”南アフリカの不合理な体卸を知ってから丁度一年、そ

の間、出来るだけのことをしようと患ってきましたが実際は太を読んだり．TV

etc．を且たりしたことと、学校のクラスの修義全（私の学校はミッションス

クールで、これは様々なテーマを通してキリスト教や、自分達の生きかたetc．

を考える行事です）のテーマにアパルトヘイトを取り上げることを提基し、実現

させたことぐらいです。収穫は自分自身の知濃、考えと、私同様今まで何も知ら

なかった人々に少しでも関心をもってもらえたこと、でも一高校生としてはそれ

が精一杯というのが現実なのかもしれません。まだまだ未熟、学ばねばならなけ

ればならないことがたくさんあります。でも委員会の皆様が活動なさる時、この

ように何にも出来ないけれど応援している著がいるということを思い出して頭重

って下さったらこんなに嬉しいことはありません。私はこれから自分なりにでも

やるべき事を見つけていこうと思っています。

1989年2月13日　　藤沢市　杉山
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ヵ行動委旦去スケジューん☆☆ァブリ
3月　4日（土）Fアパルトヘイト否国際美術展イン北九州　埜同者のつどい』

北九州市　ひびき荘
10日（金）2時～－4時Fアパルトヘイトに支えられる日東の原発』

神奈川県茅ヶ崎市南潮公民館2F和室
問い合わせ先　瀬田恵子（0467－85－8677）

11日（土）2時～4時半『アパルトヘイトに支えられる日東の原発j

豊島区勤労青少年センター（JR大塚厭下手3分）
11日（土）6時　南アに手紙を書く会『南アの政治犯について情報交換』

文京婦人センター（地下鉄丸の内線太郷三丁目下手3分）

17日（金）7時　女性ぐる－ぶ

『二匹の犬と自由を読む』　　　　　　　行動委事務室

21日（火）1時～4時Fアパルトヘイトに反対し．人種差別為退条約の

早期批准を求める集い』議院　武者小路公秀氏（予定）

社会文化会館（永田町・桜田門下車）
22日（水）　国際統一行動（P．10参照）

4月1日（土）6時45分Fビデオ「よみがえれアルバート」上映と南アに

ついて話あう集い』

アルムート・カルチャー（中野区弥生町）

1日（土）6時半『アパルトヘイト及び子どもの人権と民族差別』

札幌反アパルトヘイト委員会他主催　札幌教育文化会館（札幌市内）

＊私達の社会ではサラリーマンが昇進のため上役に物を送ったりい教師に生徒の

父母から金品を贈るということが日常的に行なわれている。従って、将来世話に

なることを見越し前もって金品を贈っておく行為もでてくるわけですよね。リク

ルート事件は突出した間顔ではなく日大の悪しき習慣の一部。私達は太当に関係

ないの？（たむ）　＊「アシナマリ」を観ました。久々に彼等のエキサイティン

グな舞台に接して感無量‥・。しかし、これでいいのかな、という思いをぬぐ

いきれません。外務省が「国験世論」の動向を伺いながら、方針の修正をするの

は勝手ですが、私達市民がきちんとした討論ぬきにそれに乗っかっていいのかど

うか。「反アパルトヘイト文化交流」が、全て外務省の匙加減ひとつだなどとい

う時代にならないでしょうか。解放を目指す市民同志の交線を目指して、もっと

もっと意見を出しあいませんか。（Tom）＊どうせ郵送代に170円をかけ

るなら目一杯増やそうということで、今月は大喝ページ号となりました。こんな

事ができるのも．再・新読者がどんどん臓料を振り込んでくださるおかげです。

念願だったおたよりも載せることができて嬉しく思っています。（高柳）
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