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シ・ヤー二ブヒ√ル6を救え！
～弁義士プラカーシュ・ディア氏の話～

シャープヒルで起きた副区長殺人

事件に関わったとして死刑を宣告さ

れた「シャープビル6」と呼ばれる

6人の側の弁護士プラカーシュ・デ

イア氏が来日されたので、3月21

日に交流会を持ちました。南アフリ

カの現在、「シャープビル6」事件

の娠兼などについてディア氏が語っ

た内容をご紹介します。（ひばり）

シャ‾プビル・シックスと呼ばれる被告の事件についてお話しましょう。1984年

9月3日に起こったことです。シャープビルはヨノ、ネスプルグから南へ70Km離れ

た所にあるタウンシップです。当時、高失業率に高い税金に業を煮やした住民は学校、

職場ボイコットをStey away（在宅スト）という形で抗議していました。そ

の日、シャープビルでは家賃値上げに反対して人々がコシ・シケレリ・アフリカを歌

いながら家賃支払い所に向って行進していたのです。

タウンシップの住居というのは全て官製で人々は皆、豪糞を区に支払わなければな

りません。それぞれの区には選挙で選ばれた黒人区長がいるわけですが、区長には何

の権力もなく政府の億儀です。せいぜい通りに名前をつけることができるぐらいです

れ人々は選挙をボイコットしていて投票率は10％雇しかありません。

区長の給料や何かする費用は家賃によってまかなわれているので、区長は金が欲し

くなると、家賃の値上げをするのです。

人々が詞区長のドラミニの家の前にさしかかった時、怒りにみちたデモンストレー

タ‾が投石を始め、ドラミニは銭を持ち出して豪の中から発砲したのです。2人が撃

たれました。この時・警窯は騒ぎが起こることを予想して、待ち構えていたのです。

警察はドラミニを保護してタウンシップから連れ出そうとしたのですが、ドラミニは

豪から出ようとせず、殺気立った群衆の襲撃で家から引きずり出され殺されてしまい

ました。窯人社会が裏切り者をどう見ているか、よく蘇るケースといえるでしょう。

「シャープビル6」はその場で逮捕されたのではありません。ひとりの証言者が警

案に電話して自分が何を見たのかを話し、6人の名前を上げたのです。次の日警乗は

彼の所に来て、証言者は同じ話を繰り返したのです。
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事件から3ヶ月後の11月9日に6人のうちの最初のひとりが逮捕されました。な

ぜ事件からそんな後になって逮撼したのでしょうか？最後の6人日が逮捕されたのは

85年4月10日になってからでした。6人とも逃げもかくれもせず普段通り仕事を

し、生汚していました。

6人の起訴論拠は実にはっきりしないものでした。ドラミニ殺害に直壊関与してい

るということを明らかにできなかったのです。証拠はたったひとりの証言だけなので

す。「シャープビル6」は、殺意を持った群衆の中にいた、という理由で死刑を宣告

されたのです。

6人の中のひとり、17歳の少女テレサを例に挙げて話しますと、テレサの舶は

トラミニが銃を発砲した時に”禦っちまえ”と叫び、製革した男をとめに入ろうとし

た人を妨害したと証言した人物がひとりいたわけです。反対尋問で証言砦はテレサと

どの位離れた所にいたのか質問したところ、家4軒分離れた位置にいたということで

した。その時、ドラミニの定の周りはものすごい群衆で混乱状態でしたから、4軒先

にいた人間がテレサの行動について証言できるのはおかしい。叫ばれた言葉がテレサ

のものだと証言者は明言している、そんなことは不可能な状況だったのですから・・

この様に根拠の薄弱な証言を理由にテレサは死刑に処されそうになったのです．結

局、テレサは減刑されましたが、まだ18年の刑にあります。テレサは誰も殺してな

いのに、18年の刑なんです。死刑にならなかったのは不幸中の幸いですが、18年

はあまりにも長い。

南アでは法廷はまったく頼りになりません。例えば弁護士であるこの私自身も「法

廷」の中で被昔ともども逮捻されたことがあるのですから。理由ですか？　ちょうど

非常事態宣言下で裁判なしに60日拘禁できる法が発令され私を日の仇にしていた

警察官と発合された後初めて顔を合せたのがたまたま法廷でだったんです。今回、皆

さんはじめ世界的な運動によって、彼女の命は救われました。彼女が生きている限り、

「志望はある」ということだと思います。

「シャープビル6」に対してポタ大統領は昨年11月23日、大統領権限で18～

25年の刑に液刑する捨置を発表した。死刑判決後、当局僧証人が警察に脅かされて

偽証した婁実が明るみに出たことから国内をはじめ世界中で非難が高まっていた。死

刑執行は再三延期され、弁護僧の再審藷求は最高裁に却下されていた。　ボタ大統領

の減刑措置は却下の直後に発表されたもの。しかし釈放にはまだまだ遠い。
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ウ　イ　ニ　ー・マ　ン　デ　ラ　　と

マンデラ　フットボールクラブ問題
ネルソン・マンデラは、アフリカ民族会

議（ANC）の指導者で、1961年以来、獄

中にありながらも解放運動のシンボルとし
て書取を集めていることは改めて胃うまで

もない。その釈放要求は、南アフリカ国内

に留まらず世界中の反アパルトヘイト運動
の最重要議題の一つである。日本を含む各

国政府の南ア政府に対する要求でも、必ず
言及されている。昨88年6月のロンドン、

ウェンプリースタジアムでの十万人大ロッ

クコンサートのテーマがネルソン・マンデ

ラの70歳の誕生日を祝い、その釈放を求め

るものであったのも記せに新しい．

ウイニー・マンデラは、獄中にある夫ネ

ルソン・マンデラの代弁者として、また自

（ウイークリーメイル　89年

マンデラ・フットボールクラブは、もと

もと、ウイ二一・マンデラがソウェトの若

い失業者に生きがいを与えようと始めたチ
ームであるが、ポールを鮮るより、ウイニ

ーのボディーガードあるいは親衛隊的な役

割を果たすことが多くなっていた。

さらに彼らは、ソウェトの反アパ運動団

体のメンバーや青年組織といさかいをおこ

したりして地域内でかなり反感を持たれる

うになってきた。昨年9月には、ウイニ
・マンデラ邸が、放火される事件が起こ

ったが、これもフットボールクラブメンバ
ーと対立関係になった、青年グループの起

こしたものとされている。この事件をきっ

かけに、事態を憂慮したフランク・チカネ

師ら有力者が「マンデラフットボールクラ
ブ問題危機委員会」を作った。危機委員会
は、事実開係を調べるとともに、ウイニー

に対しクラブメンバーを自重させるように、

促してきたが、彼女は介入を拒否した。ザ
ンビアのルサカにいるANCのタンポ議長

やネルソン・マンデラ白身も彼女に対し腱

きかけていたとも言われる。そこに今回の

青少年の誘拐暴行致死事件が発生した。
この事件の発生でソウェト住民のフット

ー4一

身も反アパルトヘイト運動のシンボル的存

在とされてきた。

しかし、ここ五一六週間、彼女が主催す

るフットボール（サッカー）クラブのメン

バーがソウェトの少年運動家を盈したとの

疑いをかけられ、ソウェト住民や反アパル

トヘイト団体と彼女の間は、緊弓長した関係
となった。この間忍は、マンデラという名

前にからむスキャンダルとして国際的は反

響を巻き起こし、日本の新聞にまで登場し
た。3月にはいって、ようやく事恩も落ち

ついたので、事件の全容とその背景を、ウ

イークリーメイル紙の記事などを中心に整
理してみる。

ポールクラブに対する反感は、崖に逢した。

今回の事件だけでなくこれまでのフットボ
ールクラブメンバーの所行について証言を

集めようと、1月23日150人の運動団体代表

住民が集まって集会が開かれた。そこで様
々な問題行動が明らかにされ、さらに今回

の誘拐事件についても、事実関係が調べら

れた。

今回の事件に絞って事実関係を整理してみ

ると以下のようになる。

銅年12月29日、マンデラ・フットボールク

ラブのメンバーが∴オルランド・メソジス

ト教会へ、やってきて、ストンピー（14）

ツアピソ（20）ペレ（28）ケニー（29）

の四人をつれ去った。この教会は、地域の

婦人子供や、若者達にとって、非難所的な
役割を果たしており、いつも何人かが住み
ついている。この四人の他に一人は暴行を

受けながらも逃げ延び、ほかのもう一人は、
「自発的」にフットボールクラブへついて

いった、とされている。

住民集会が鋼べでは、フットボールクラ

ブ側は「教会内で、性的暴力行為があった
と阿いたので、その被害者を救うために乗

り込んだJと主張している。教会は、こう



した事実の存在を全面的に否定している。

住民集会では、教会にいたことのある若

者の一人が、フットボールクラブに移り、

そのような事を漏らしたこと、さらに当時

やはり教会に仮泊していた35歳の女性とそ

の娘が、教会内にいた若者達と、いさかい

を起こし、フットボールクラブにかけ込ん

で「かれちに焼きを入れてほしい」と頼ん

でいたことも明らかになった．

1月11日になって危機委員会が介．入し、そ

の日の内にフットボールクラブ側にとらわ

れていた青年連と接触することに成功した。

青年達は異口同音に、
r自発的に、こちらへやってきた」と言っ

た。体には、暴力行為をうけたと思われる

ウ　イ　ここ．一・・・．・・・　追放さ　る
ウィークリーメイル　89

89年2月16日、南アの民主主義勢力は

ウイ二一・マンデラに対して絶縁声明を出

した。この声明によってウイニー■マンデ

ラは、反アパルトヘイト運動家としての政

治生命を失う可能性が大きい。ルサカのA
N C本部も基本的にこれを支持するとの声

明を出している。

旧UDF（洗一民主蛙操）議長アーチー
■グメデイ、COSAT11（南ア労組食言糞）議長

エリジャ・バライちなと民主勢力の代表者

が協議の結果、公表したこの声明文は、い

ままで運動のシンボル的存在でもあったウ

イ二一・マンデラの業績を評価しながらも、

敢えて絶縁しなければならないと、苦悩に

満ちた内容のものであった。ウイニーは、

たしか　COSAm　の名誉願問のはすで、そこ

が声明起草に加わっている意味は重大であ

る。

声明は、疑惑とされた事件を、ほぼ全面

的に事実と認定し、そのクラブの主催者と

してのウイ二一・マンデラに基本的な責任

があると断定している。

ウイ二一・マンデラは、85年ソウェトに

移任して以来、次第に民主勢力と意見を異
にするようになり、ついには民衆の運動と

は遊離した存在となったしまったとの指摘

がなされている．有力者や友人なども再三

忠告したが、彼女は碍き入れなかった。ま

傷跡があったが、どうしてその値があるの
か、彼らは説明しなかった。

1月16日、四人の内三人が白由の身となしっ

たが、一番年少で一四歳のストンピーは、

依然行方不明のままであった。クラブ側は、
ストンピーはすでに、逃げだしたと説明し

ていたが、ソウェト住民間は、この説明に

は納得せず、ウイ二一・マンデラ邸までデ
モをかけるとまでいきまいたが、危機委員

会などが説得した結果、デモは中止された．
ここまでが、1月末までの展開であるが、

2月9日、ストンピーの死体がついに発見

されるに及んで、事態は、決定的になった。

－　　　民衆の手で
年　ND6　　2月17日号

た、国内外のマスメディアは彼女の発言を

鴬に大きく取り上げ、その指導者的イメー

ジを実像以上に拡大して、彼女白身と国内

外の支持者に虚像を植え付けてしまったと
の反省も、聞かれる。

さらに問題を複雑にしているのは、フッ

トボールクラブのコーチやメンバーのなか

にどうやら警察のスパイが入り込んでいて
工作していた疑いが最近明らかになってき

たことである。そうなると、彼女の行跡を

悪く膨らませる役割を国家権力が果してい
たことになるからである。

今回の事件は、反アパルトヘイト努力が、

自分遠の問題をどう処理するかという意味
でも、きわめで注目された。また、大衆運

動に基盤を持たないシンボル的指導者が全

体の凍れを決めて行く形の運動から、地域
や大衆に根ざした、地に足を付けた運動家
が全運動の流れを、決めて行く時代が来て
いることを示唆する出来事としても大きな

意味がある。
彼女を責めて事を終わらせるのは簡単だ

が、反アバの精力的園士であった彼女がこ

こまでなってしまった責任のかなりの部分

が、彼女と黒人民衆が生きてこなければな

らなかった、アパルトヘイトという制度そ

のものにあることは明記しておく必要があ

る。
r S S】
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＜おれは鉱夫だった（2）＞
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1弧8年7月遡日～8月4日付より

文：ムズィムクル・マルンガ

戯削鯛丑を蹴好走ブタ
コンパウンドへ向かう途中，坑道から上がってくる舅

働者の流れとすれちがった．もう灰色の顔には驚かなか

った。長靴も灰色の宛がついていたし、ヘルメットには

駄々したもの。坑点々とついているものもあった。莫う人

間はまずいなかった．

「監督（マネージャー）はクツオングのならずものを

やたら雇ったんだな」すれちがいざま、一人の男が言っ

た。

訓療所で出された昼食駄　rトウモロコシのおかゆを

発酵させたもの」だけで、朝10時から用意されていた。

訓臆を受ける者は、昼食中建物の構内から出ることは詐

されなかった。インストラクターとセンターで働いてい

る事務員だけ、食事をしにコンパウンドま‾鯛ることが

できた。われわれは通常の引け時間である3時まで持た

された。

コンパウンドの入り口で∴脆章を見せるように言われ

たけど、みんな持っていなかった。そこで、再発行して

もらうためにコンパウンド櫛までもどった。「腕逆

をしていないと、細分を受けるそJと等癌所の人が

二、ナ・．

台所に入っていくと，キャベツと魚を料理するますそ

うな匂いがした。なかではこの粗と、豆と、いろんな

粛科のごった煮スープをもらうために、みんな列を作っ

ていた。自分の皿を持っている者もいたが，台所に狩え

付けのコンパートメント用の深皿を使う者もいた。「部

族」代表が、われわれのチケットにスタンプを押した・

・皿のなかに魚の切り身が投げ入れられる前に、時間と

うりにbどったかどうか記録されるのだ。

この時間を記録する（クロッキング・イン）ことは

労働者がおかわりをするのを止めさせるために考案され

たシステムだった凸「鑑食べてしまうと、機械が通常の

線色ではなくて赤いライトを示した。それでも、献立が

鶏になると、機械はときたま奇妙なサボタージュをやっ

た。わたしはいい方法を発見した．クロッキング・イン

のIDカードに尿をかけiぉくというものだ。機綾はす

ぐに雛を停止した。

さまざまな槌紬つマパラ藩楓
インドサーナ（訳注こチームのリーダ」ともいわれる）

とマバラーネは、r月給取り」とも呼ばれていて、食事

も「クラール（r部族臥】に区切られた囲い）」で羞恥こ

した。彼らは最低、魚が2切れもらえたし、幼しければ

もっともらえた。ヒラの労勤掛と腹がすいていてもお

かわりできるのほおかゆと豆とスープだけだった．

彼らには、ほかにもたくさん特権があった凸たとえば、

2番コンパウンドの「cc］ブロックに住んでいたが、

ずっと快適なところだった。1部屋にベッドが8つくら

いしかなかった。ベッドは実際，おおざっぱに叩き切っ

たような、壁に作り付けの寝知で、脚こついている鋸の

痕で出所がたどれた。

入居者はそれぞれベッドの桃に衣装櫨をもっていて、

他にもロッカーがあった。これはあんまり使われてない

なとみんなが思っていた。マバラーネkLわれわれより

もたくさん生肉をもらっていた．

午後、彼らの部屋は普通空になった。大部分がバーに

出かけるからだ。rチェイン区域」と呼ばれる場所にあ

る、マチョ二ザの隣のコンパウンドの外に座っているも

のもいた。そこは教会を取り巻く大きな鎖で、マパラー

ネはそこに座っておしゃべりをしていた。

彼らにはさらに非公式な自由があった．ほとんどが、

われわれが要求されていたような、腕掌をつけるような

面倒なことはしなくてよかった。「部族」代表者とクロ

ッキング機番の管毘人はマパラーネをチェックすること

はなかったが，われわれにはやたら厳しかった。

マパラーネは、ずっと落ち着ける暮らしをしていた。

「ラインズ」・・われわれのプ七ックを彼らはそう呼ん
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だ‥とはちがって、ベッドは自分たちが休暇で川かけ

ているときはそのままだった。ラインズでは、仲鴨的－ら

元の部屋に帰れるのは、夫に達のいいほうだった。マパ

ラーネのなかには5年間も同じ部屈に住んでいるものも

いた。ラインズのほうで肘可度も何度も変わらなけ九は

ならないというのに‥・

わたしの場合は．訓練所で上ったり下りたリガセ適閲

読いた。他の4人の新参者と∴第4番坑道の崩木（テイ

ンバー）坑道区域に配励こなった。これはまだ地下の化

事ではなかった。というのは、坑道の入り日付近（バン

ク）で仕事をしたからだ。労勝者は鉄道の敷謝喋をや

った。

われわれは正午、ヘルメットで東を防御して入坑した。

そしてrビッグ・マシーンJ t・鋭い象（のみ）のつい

たおっそろしい劇戎‥の鳴りに出迎えられた。南から

の微風がセメントの粉を顔に吹きつけ、みんなものすご

い形相になった。

秦内の後を黙ってついていった。一群の「ビッグ・マ

シーン」が作動しているところまでやってきたとき、攻

にまみれた大きな色黒の男がこっちへ歩いてきた。オレ

ンジ色のヘルメットを被り、赤い作業衣を着ていた。左

の躍如こ巻きつけていたのは2つ星のバッジで、「区域チ

ームリーダー」と題いてあった。

みんなを一人ひとり、顔のてっぺんから爪先まで調べ

ながら案内役に聞いた。「こいつらをどこで仕入れてき

たんだ？j r訓練所から来たんだよ、ここで働くことに

なってる」，すると、リーダーは一人ひとりにrどの部

族の者だ9」という例の質問をした。

そこから「マシザズ」・・その区域の管理雛着日

のところへ行った。詰所で、白い作業衣を着た一見るか

らに荒っぽい男と対面した。

彼のバッジには星が1つしかなく、まぶしい冬の陽の

光できらきらしていた。枚の名前はサムソンといったが、

みんな枚のことを「血だ「bS既（違いにこい）Jと呼

んでいた，というのは、ムルング（訳注＝黒人が白人を

呼ぶときの呼称）に告げ口するという有名な癖があった

からだ。彼もまた、われわれが週に7日間も働くことに

なると知らせたり、素直に指示に従うように雷賢したり

する前に、「部族」についての質問をした。

これで、鉱山で働くための訓練は終わった。あとはも

う働くだけだ。　　　　　　　　　くつづく）

（訳：くぼたのぞみ）

叢書＊悶しヽのなカヽの女たち兼業f

A wonan’s placeislrl址e struEgle，

noL hかind ule bars．

（女の場所は紺いのなかにある、

監獄のなかではない）

自由の叫び

自由の叫びが聞こえたみたい

ビシッという鞭の苗が

それといっしょに　すすり泣くような手格好の音が

老いた女の　尾を引くような叫び声が

tlasI Ndiqolele AndiraloI Pasa

しっ！聞くのよ！

白山の叫びを

もうすぐ終わりになるはずの叫び

もしも組わりにならないのなら　アフリカは

もっと多くの死者のことを顔らなければならない

アフリカは　復讐のことを諮らなければならない

わたしたちは平等な権利と平等な教育を求めた

わたしたちはSRCs事を求めて　それを見つけた

ソロモン・マシヤングとエンマ・サチッゲの

運ばれてきた死体といっしょに　それを見つけた

血のにじみ出る音力闇こえたみたい

烈しい　夏の豪雨のように

またひとり　アノ勺レトヘイトの離者が

自由の叫びをあげている

♯stldents’Repres訓btlVeCol∬にils

（学生自治会のことで、1976年のソウェト蜂起では

自治会の設立が学生の要求として掛げられた）

この語は拘禁中の女性のために、隣の房の少女が書いて

渡したものです凸『自由の叫び／南アフリカで拘禁され

ている女たちHCriesotFrd〇㌦b肘m恥l・即しion

ln弘uth AfrlCa』CIIR版1腫年より

（訳：くぼたのぞみ）



『ナミビア・ウランの密輸を許すな！

国際統一行動』
もこ金力打して

南ア商品ボイコット小委員会　　石村　千明

天気は良いが風の冷たい日だった。　会社のボスには、アポイントがある2時には戻る

からといって外にでた。3月22日、東電大社に対する国際統一行動に参加し、電力ボイ

コットをするためだった。

電力ボイコットは私にとっては、国連で決めた国際法に達反しナミビアからウランを買

う契約をした東京電力への抗議の意志表明であった。当日は原発に反対という理由で参加

している人も合せて60人ぐらいの参加だったが、東電側では大勢の機動隊員を用意して

いたのだった。12時半頃集った人々がビラまきを開始。中には「は！」と一言声をあげ

てビラを取らない人もいたが、大勢の人が受け取ってくれた。

12時45分。「通行人のじゃまにならないように」との小言をうけながら、交差点の

角にへばりついて各方面からの曲ましの言葉を聞いた。

午後1時過ぎ．いよいよ東電本社で電力の契約を解除するために横断歩道を越えて移動

を開始。ところがすんなり中へいれてくれない。総務課の林さんという人とこちら側で、

押し問答が5分程掛、た。林さんは中へ入ったり、出てしばらく話を聞いて又入ったりを

繰り返している。

その間、私は周りを見回してみた。東電太社の正面入口のガラスのドア越しに、背広姿

の人が何人か固まってこちら側を見ている。私達の抗議の内容が磨っているのかしら。少

しでも理解してもらえればどんなにか良いだろうに、どうして中に入れてくれないんだろ

う。代表は誰だなんて言われたって、私達骨一市民として抗議しているのに。解約手続き

をする権利は誰にもあるのに、そんなに私達が怖いのだろうか？中にいる人々は、自分

達には関係ないと思っているのだろうか？そしてここに取り締りにきている警察の人々も

？何人かの警官に話しかけてみた。

「何人くらい来ているんですか？」「60人ですよ」「えー、そんなに」

「東電は国際法に違反することをしているんだから、惑いと患わないですか？」

「いやー、nO COmmentですね」

この人は、自分の仕事を遂行しているだけで、それ以上のことを理解しようとしていな

いのかもしれない、理解を拒絶した感じがあった。　もう少し年を召した警官と話してみ

た。その人は少し理廓してくれたみたいだったが、逆に「こんな風に集会届けを出さずに

集られると困る。ちゃんと理由があって抗議するなら、手鏡をふまないと‥・。」と言

われた。

さて、1時30分。崩社しなければならない。その時、ボイコット組は例の林さんから、

入ることは許可するがその前に『解散』しなければならない、と言われていた。解散の先

頭を切って私は煽ったけれど、ちゃんと中に入れたのだろうと思っていた。

ところが一一一一一ここから先は最後までいた人の話ですが一一
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鈷局、太社の建物には入れずじまいだったそうだ。それも3時近くなってやっと筋向いの

別館に室内されて鍵的手続が出来たそうだ。たった14人だったので、始まると「20分

任しかかからなかったのよ－」と言っていた。

朝のニュースでロンドンでの東電支社に対する抗諌行動について報道したNHKも、・新

聞各紙も、国内の行動には全く触れなかった。参加者が十倍くらい居てもっと報道されて

いればなぁ・‥と患ったけれど、それだけ世間の関心が薄いのかも知れない。Slle

nt majorltyと日東の大衆を呼ぶこともあるけれど‥・やっぱり私は抗議の

声を上げたいと思います。 研
参カロしてみて一一言

※　寒かった。園志が燃えてきたよ－ん。でも．この解約行動は面白い！（宮内）

発　寒かった。東館のトイレを借りた時、電気仕掛けのトイレのプラグを抜いてきた

のが面白かった。（大賀）

※　たかが電気の解約を14人の人が行うということに対して、東電の対応のひどい

こと！1時から交渉を始めて、解約できたのが3時。その間∴我々Fお客jを

寒風の中に2時間も持たすとは！（坂口）
※　寒かった。客として来たのに対応がなっていない。東電の非人間的な太質がよく

分かった。（井野）

緊　‥掛賢者として訪問したのに東電側の愚度が悪い。（斎藤）

※　原発フル回転の東電太社内トイレの豪華さにびっくり。（松島）

凝　東電の引き伸ばし策に膿がたった。（飯村）

※　寒い、ひどい、態へった。（森下）

求　ふざけるな！（大熊）

巌　東電の対応の悪さにあきれた。（金山）

新　二東電の患皮が悪い。（藤井）

※　何故批判されているのか理解しようともせず、

企業防衛にマジで荷担してしまう社員の悲しさ

と残酷さを見た。（貌閑）

潔　二染毛のトイレはスゴイ！究極のハイテクトイレ

ではないかと思う。壁には防音装置（雑音が出る）、

防臭装置（香水が出る）。便座の右手にはさまざまなボタン

（個室で孤軍奮闘したが、とうとう使いこなせなかった）．左手には便座と水平

にデヂタル時計（どうしてこんな所にあるのか、どうしても分からない）。手洗

いは、石鹸・温湯・温風が数センチ手を横に動かすだけで自動的に出て、全てO

K。機械に弱い私は、まきか扉の外で待っている警倫貞さん（男性）を呼んで聞

くわけにもいかず、これだけ勤かすのにすっかり手間：取ってしまった。これが便

利になったというものだろうか？（高）
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NKOSL SIKELEJI AFRlKA
コ　シ　　　　シケレリ　　　　　アフリカ

くアプリ：わ（こ耳中の祝福あれ）

作曲，マンカイ・ソントンガ

ア　フリ　カ A－rri－ka ���■7　ル　バカ　ニ　　ス ��� 

yl） 

ゾ　イコL　ゥ 王O　yモ・thlユ ��Nko ���シ　ケ　レ　　ラ 

ティ　　ナ　ル lhi・mlu ����サボルワ　ヨ ����ウ■ザモヤ WOE8mOy8 � 

ウす　ず　　モ　ヤ　ウ■　ず 
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国歌『＝コご／・三／ケし一　リ　ー　アフ　リカ』

南アフリカ人民の国歌である「コシ・シケレリ・アフリカ」は、そのルーツを深く我々

の歴史と文化的伝続の中に見つけることが出来る．

作曲家エノック・マンカイ・ソントンガは、1860年ケーブ州ラヴテイルに生れた。

彼は若くして学業を残してヨハネスブルクに行き、そこで様々な職業についた。ソントン

ガはすぼらしい声を持ち、作曲も作詞もした。彼の歌は教会や音楽会で歌われ国中で人気

を集めた。1897年に作曲されたrコシ・シケレラ」はコーラス隊・教会・黒人学校で

頻繁に歌われ世紀末には国中に知れ渡った。マンカイ・ソントンガは1904年にヨハ

ネスブルクで亡くなったが、彼の墓は現在白人専用となっているブリクストン墓地にある．

この国歌となった歌に7連の詩を付け加えたのはSEK・ムケイ（国民的詩人）＜18

75～1945＞だった。ソントンガの作である第一連を除いて、コサ語のこの詩はムケ

イの作であり1927年に発表された。
「コシ・シケレラ」はもともとは賛美歌のつもりで作られたが、すべての州で歌われ次

卿こ人々の国歌として認められていった．第一鮪（ソントンガ作）は現在広く行き渡って

いる国歌の基礎となるに至った。

ANCは1925年に「コシ・シケレラ」を国歌として採用した．そしてすべての同体

と教会かそれに続いた。ANCが黒・緑・金を国家の色として採用したのもこの時だった．

今日ではこの歌はタンザニア・ジン′けウェそしてナミビアの解放運動SWAPOを含む

リンボポ川北の多くのアフリカ諸国の国歌になっている．南アフリカ国内でこの歌は多く

の言語で歌われるが英語翻訳は直訳でしかなくアフリカの人々の祈りであるこの歌の詩的

で悲しみを誘うリズムを失ってしまう。

今日ソントンガの「コシ・シケレラ」は民主的南アフリカを求める我々人民の踊争を思

わせ、またそれを象徴するものである。この歌は抗議集会、団結集会、会議そして葬式で

聞かれる．労働者、女性、著者そして学生なとに歌われ彼らは歌っている間、我々の伝統

と文化そして自由のための踊いに対する敬意の印である拳を握って立つ。

FANC Inforlation paek1988』より　（訳：金升陽子）

＝コ三・′　　三・／ケL一　リ　　　アフ　リ　カ

（アフリカに神の祝福あれ）

アフリカに神の祝福あれ

その名を崇め尊べ

汝ら我等のために祈れ

我等に　我等の子孫に

神の祝福あれ

聖霊よ　きたれ

我等に　我等の子孫に

神の祝福あれ

主よ　我等の祖国を守りたまえ

闘いと苦しみを終わらせたまえ

守りたまえ　守りたまえ

この我等の祖国を
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Se■iTLar On the Special鮎ds of South Africam anJ Nalihian

RefⅦgee W me aId Cbildren

「南アフリカとナミビアの発民・女佳子どもを支援する会議J

に出席して　（その2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　くぼた　のぞみ

話がルサカに飛ぶ前に、ハラレで日にとまったことを二、三あげておきましょう。

超一流ホテル、ハラレ・シェラトンの客室にはもちろんカラーTVもラジオもあるので

すが、その二月あるラジオ放送の内容はといえば、一つはアフリカン・ポップス、もう一
つはアメリカ風カントリー・ミュージック。あっ、これは明らかに南ア白人観光客向けの

音楽だ、と息いました。TVは三局あって、一つはスポーツばかりやってる局、二つ日は

映画（それも白人ぽっかり出てくる）、もう一つReuterというのがあって、これはもっ

ぱら静止した文字だけの情報専門局。

客室に置いてあるパンフレットも白人観光客向けの紙面作りで、出てくる黒人の写真は

民族舞踊などのいわゆる見せ物的なものが多く、フツーの姿が写っているものは皆無。

一月十五日の夜は、毎日新聞ハラレ支局の伊藤さん宅のパーティに呼ばれてご馳走にな

りました。その家は郊外の平屋で大きな番犬が二匹いました．奥さんと子どもを残して、

留守にすることが多いから、と伊藤さんはおっしゃっていました。通いの黒人のメイドさ

んがいるとか。わたしたちが訪ねた夜はもう帰ってしまったのでしょうか、いませんでし

た。ちょうどアンゴラのキューバ兵撤退の取材を終えた、朝日、共同のナイロビ支局の方

などがいて、南部アフリカ情勢について延々と議論が続くと、わたしなんぎ必死で話を追
いかけてもアプローチの仕方がやっぱり違うんだろうな、東が疲れてしまった。台所で奥

様連中とした話のほうが面白かったりして。（たとえばアンゴラに取材にいく伊藤さんが

持参したものとは、ダンボールー杯の野菜だったとか）。それにしても、こんなパーティ

を開く準備やら何やら、海外支局の新聞記者の奥さんは大変だなあ・・・。最後はカラオ

ケでしめくくり。ハラレまできてカラオケを歌わされるとは夢ゆめ思いませんでしたねえ。

ハラレでの会誌のなかで心をなごませてくれたのが、初旧の始めと最終日午後に登場し

たアザンユの少年少女の歌でした。意味はわからなったけれど、なかなかの「のり」で、

ンコシ・シケレリ・アフリカを軽いアップテンポで歌ったのは実によかった。こんなふう

に、いろんなテンポ、いろんなアレンジで癒える敦を国歌として複数の国が共有すること

ができるなんていいなあと思ったりしました。

さて、最終日の日程が終わるか終わらないうちに、ルサカに向けて出発しました。モー

ド・ジャクソンさんなどとゆっくり話をしたかったのですが、ANCの人とも逢いたいと

思ったので（なにしろ限られた滞在日数で帰りの飛行機も決まっているのですから）、出

発することにしました，
ハラレから飛行機で一時間ほどでルサカに着きます。夜、ANCから迎えの車が来てく

れて、先ずはホテル探し。真っ暗な道をあちこち走りまわるので、自分がどこにいるのか

さっぱりわからない。途中、何人かの男の人が乗り込んだり降りたり、それはメンバーの
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人たちの通勤車両の役目も果たしているのでした。ホテルは軒並み満員。やっと空き室の

あるホテルにたどり着いたら、十時半をまわっていました。

翌朝、たしか十時と言ったはずなのに、どこかで話が行き違ったらしくANCの人は全

然あらわれない。不思議の国に迷い込んだような感じ。笹生氏が電話をかけるのですが、

相手に通じるまでに一時間半もかかりました。なにしろコインを入れて話ができる状腰に

なるまでえらく時間がかかるのです。やっと相手方に通じてから∴迎えの車が来るまで十

五分（国内の電話回路はとても惑いそうです）．こんなもんですよ、アフリカンタイムは
・・・とは笹生氏のことば。

その「待ち時間」に一人で少しホテルの周りを歩いていると、黒人の女の人たちが二、

三人で（一人でというのはいなかった）ホテル入口の水道の蛇口まで水汲みにくるのを見

かけました。蓋つきのポリバケツかポリタンを持ってやってきて、水を一杯にすると頭に

載せて運んでいきます。みんなスカートをはいていて、パンツルックの女性というのは旺
んとに見かけません．考えてみると会議で活躍していた女性も、ブラック・サッシュの大

学生のおねえさんとわたし以外は、ワンピースかスーツあるいは民族衣装で、全員スカー

トでした。

さて、車でルサカの街を素通りしただけなのですが、ちょっと汚れたメインストリート

といい、鉄格子のはまった店といい、どんよりしたなんとも奇妙な感じの街でした。

ANCのオフィス（Int，l Dep．）では、大柄で実にゆったりと話す（わたしにはとって

もわかりやすかった）バーバラ・マセケラさんに逢いました。いろんな資料をもらったり

して、歓迎を受けました。見ると彼女の机の上に、ああ「サームスタン親」（ニュースレ

ターNo．3参照）が乗っているではありませんれほんとに英議だけでなく何種類かの言

語で書いてありましたっげ。

翌日は六時過ぎに慌ただしくホテルを出発。空港で、これからANCの本部を訪れる予

定の笹生氏と別れ、わたしはザンビア航空の飛行機でナイロビに向かいました。これがま

たエンジンの故障とかで、一度乗り込んだ棟内から下ろされてどうなることやらと思いま

したが、二時間半はどの遅れで出発しました。ホッツ！なにしろナイロビ発の飛行機に

乗り遅れたらアウトですから，

待ち時間にいっしょになった、日本人の海外青年協力隊の男性や三歳と一歳の子どもを

連れたお医者さんの一家とちらほら話をしました。ザンビアには二盲人ほど協力隊がいて、

その人は医療機欝のメンテナンスの仕事で赴任して半年とか。「こんな面白味のない副こ

ようこそ」なんて言ってましたっけ。

ナイロビはちょっと繋張する空港でした。銃を持った兵士がパトロールしているのは、

インドのボンベイも同じでしたが‥・。少し時間があったので市内に出ると、日本企業

の広告塔や看板、大きなビルなどが目につきました。道路のまん中で袋を担いで物を乞う

女性か、たり。空港までの往復を頼んだタクシーの運転手との会話で、二、三のスワヒリ

語を教えてもらいましたが，「ギクエの人も多いんでしょ」とわたしが言うと、rおお、
おれはギクユの出だJと嬉しそうに言うので、「グギ・ワ・ジオンゴって人の小説を読ん

だことがあるよ」と言うと、彼はそれ以上この話には乗れないといった雰囲気だったから、

あっやっぱり、と思って話を他にそらせたました．rケニアでも南アからの難民は発見さ

れると全部、監獄（そう表現した人がいたけれど、強制キャンプのことかな9）に入れら

れるってホント？」とわたしが開くと、彼は「ウン」と言って領いていました。
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ナイロビ空港の待時間にハラレからやってきた白人女性（ハラレで生まれ育ったとか）

とインド人男性の若い夫婦と話をしました。「南ア、南アっていって、世界中のマスコミ

はアパルトヘイトぽっかり取り上げるけれど、ほんとにひどいのはアンゴラとかモザンビ
ークなんだから。行ってみるといい。わたしたちもこの間行って見てきたけど、街はゴー

ストタウン化してるし、人はみんなウツロな目をしていて、そりゃあひどいもんよ。物の

豊かさだけ言ったら、南アなんかいっぱいあるじゃない。ジンバブウ工のほうがようぼど

ないよ」と不満そうに彼女は言っていました。この兼歩副まインドから物産を輸入してハラ

レで売るといった商売で暮らしているようです。

この種の議論はハラレの伊藤さん宅でも出て、遠くからrアパルトヘイト！アパルト
ヘイト日と言っているだけでは見えない部分なのかもしれないと思いました。でもよく

考えてみれば、周辺諸国のそういう惨状を意図的に作り出しているのは南ア政府の経済的
・軍事的不安定化工作に他ならないわけだから、やっぱり「南アの具人たちはけっこうい

い生活してる」なんて意見には賛成できない、と思いながらアフリカ大陸を離れました。

てな具合で、夜ナイロビを出発してボンベイまで飛び、トランジットのため朝のボンベ

イ市中（ものすごい排気ガスで閉口した）をバスで大理石の超豪華ホテルまで腰鰯とした

まま往復し、夕方また飛行機に乗るというスケジュールで帰ってきました。このポンペイ

のバスからの眺めには、ちょっと衝撃を受けました。道端はスラムまたスラム。裸で地面

に座っている子ども、どう見てもきれいだとは思えない水路で身体を洗っている女性‥
・。瞬時に見たものの強烈な印象はその後もしばらく脳裏から離れませんでした。

会議での、ぴ－んと張りつめた報告の衝撃や、各国の反アパルトヘイト運動の報告など

も興味深いものでしたが、わたしにはなぜか報告の内容よりも、その報告をした人の顔と

か芦とか表情とか、旅の途中で逢って話しをした人のことばなど、ひどく断片的なことが

らのほうが印象に残っています。これらの体験の記憶が、これからわたしの財産になるの

でしょう。

今回のアフリカ旅行のチャンスを作ってくれた人々、それをいろいろな面で支えてくれ

た人々、ほんとうにどうもありがとう。　　　　　　　　　　　　　　　　　（おわり）
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講演言己盛衰

南アフリカの人種差別
、アパルトヘイト・日大・子どもたち～（第二回）

楠床　彰

■亡1＿　日二女とアノヾル　トヘイ　ト

先日来目したフランク・チカネ師は日太のアパルトヘイト体制との関わりについて、

「シャープビル事件の後の1961年西側がちょっと手を引いた時、日太が進出して白人

政権を助けました」と言っています。1960年、シャープビルでバス法に反対して立ち

上がった黒人に対して政府側が発砲し69人が殺されるという事件がありましたが、それ

に抗議してヨーロッパの企業が手を引いた間隙をついて日東が南アに経済的進出をして白

人政権を助けたというのです。まさに、高度経済成長と新を同じくしています。第二次世

界大敵以来、戦争も貧困も飢餓も・・・こうした悲惨のほとんどが第三世界で起こるよう

になりました。日太はこうした第三世界の戦争や貧困を利用してどんどん豊かになってい

きました。そのことをある哲学書はバックス・エコノミカ（経済に従属した平和）と言っ

ています。

日太の南アへの進出に抗議してエゼルキエル・ムプアレレ（南アの黒人作家）は岩波書

店に次のような文を送ってきました。

『私は南アフリカ人です。南アフリカにおける他のニグロと同じように、白人の野蛮な

支配に苦しめられている一人の黒人です。あなたの国の人々は正しい道からほずれて、南

アフリカと金銭的な通商条約一南ア白人圧制者と日東にとって値打ちのある通商条約－を

結びました。なお．その上にこの通商会談の巌東として、南ア在任の日大人は、いまや白

人政府によって準白人とみなされ．彼ら日大人は私達土着の民衆以上の身分を与えられ、
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太東我々のものであるべき諸権利や特権を享受しているのです。』そして彼は、岩波書店

より原稿を依頼されたが『これ以上書くことはない』と断っています。

1969年ANCのM・クネーネという人が来日しました。日東を知って欲しいと思っ

て方々に案内し、二週間も付き合ったのに、帰り際に彼が言ったことは「日東は我々を殺

している。日大の繁栄は我々の血によってあがなわれている。」というものでした。その

時は「それはないだろう」という気特でしたが、やがて分かってきました。証拠を示しま

しょう。

一昨年南アから日太が輸入した商品のベスト5を紹介します。　一位はプラチナ。7割

以上が装飾用とマネーゲーム用です。二位は金。80％は毅娩用です。二位は原料炭。日

大の炭鉱は次々に閉鎖されています。四位は合金・鉄。五位がトウモロコシで、1億4千

万ドル、164万トンも輸入されています。なぜ、このトウモロコシが問題かというと、

トウモロコシは黒人の主食です。これがあれば南アの黒人の子どもたちは餓死しません。

白人農場主が黒人労働者を使って作ったトウモロコシの大部分を日太が輸入してしまう、

まさしく悪人の血であがなわれていると言われるゆえんです。最近の調査によると、食料

用として入ってくるトウモロコシのかなりの部分がコーンスターチになってドライビール

に入っているようです。数年前．日太でアフリカの飢餓キャンペーンが行われました。そ

の時アパルトヘイトによる南アの「ホームランド」の飢餓もとりあげるように、と方々に

働きかけましたが駄目でした。どうしてでしょうか？　そこを突けば必ず日大のアパルト

ヘイト体制への加担が問題になる。余ったものをあげるでは済まなくなるからです。アパ

ルトヘイトに加担している自分自身の生き方を変えなければならない。そうなると日太で

はお金が集らなくなるからです。

日大からの輸出の半分以上が、自動車と電気製品です。トヨタもニッサンも南ア白人を

社長にすえて現地法人会社をつくっていますが、部品は日大から全部持って行ってます。

今にトヨタボイコット世界キャンペーンを行いたいと思っています。日太では自社の利益

と人権問題をつきつめて考えている企業は大変少ないのが現状ですが、これからはそこを

しっかり考えている企業こそが生き残れると思います。昨年．南ア商品ボイコットをやっ

てみて、つくづくアンチ・アパルトヘイトの活動をすることは黒人のためだけではないと

思いました。それは、人権を考えない企業が日太の消費者や労働者のことを考えるハズが

ないからです。商品ボイコットをしてアパルトヘイトを止めさせることは、南ア民衆への

連帯だけではなく、日東の企業の体質を変え我々自身が自由になり人間的になっていくこ

とだと思いました。

5　●　同時代の子とざもたらの三つの
死の間iこあ・≧5もの

～第三世界の子どもたちと日大の子どもたち一一

今、子どもたちの死には次め三つがあります。一つ日は餓死。世界的にはあり余る食料

生産があるにもかかわらず、アジア・アフリカの子どもたちが飢えで死んでいます。二つ

日は抵抗死。アパルトヘイトの南アで、ニカラグア，パレスチナなどで子どもたちが闘い

ながら死んでいます。三つ目は日大の子どもたちの自死（自閉・浮遊）。
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私は横浜の団地の一階に住んでいますが、その其上の五階に住んでいた杉太治君が14

年前「マー先のバカ」と書き残して飛び降り自殺をしました。それ以降、胎君の両親を交

えてみんなで考えあう会を開いてきました。団地というところは、大勢の人が住んでいて

もお互いの交流はほとんどありません。子どもが患いことをしていても、自分で行って止

めようとはしないで、カーテンの蔭から警察に電話をする。そういう関係の中では子ども

たちは育っていけない。太当の愛がない。

私はF二匹の犬と自由』という太のあとがきに次のように書きました。

子どもの権利がうたわわ、日大の子どもたちは一人一人能力と発達に応じた手厚い保護

と教育を学校でも家庭でも塾でも与えられることになったが、残念なことにそれと反比例

して「社会」や「現実」や「世界」や「他者」や「自分自身」から引き離され「アパルト
ヘイト」（隔離）されることとなった。

教育を与えられれば与えられるほど日東の子どもたちは、自分で考え自分で決定する力

を奪われ、誰かに、何かに使者しなければ生きていけそうにもないと感じるようになる。

日大の子どもたちは見えない暴力におぴえ、南アの子どもたちは見える暴力におぴえてい

る。

手厚い「子ども期」の保護ならびに物質的豊かさとひきかえに、日大の子どもたちは今、

「現実」や「社会」や「歴史」や「世界」や「他者」や「自分自身」・‥と直接出会い

格闘することによってかろうじて身についてくる知と、その過程でかろうじて内側から湧

き起こってくる生きようとする希望を奪われている。

これが今感じていることです。

南アの子どもたちは生きたい生きたいと叫んでいる、日太の子どもたちは死にたくない

死にたくない．あるいはまた死にたいと叫んでいる、と言えると思います。

どうやったらこの子どもたちの間に横を架けられるか、そこにしか希望はないと思って

います。

？∵∴．、

（2月17日に総評会館でおこなわれた講演会の内容を、編集部が要約し

たものです。　先号の『1．今、南アで何が起こっているか？』の文中ク

ラーク・ディカー文相とありますのは、フレデリク・デクラーク国民教育

相の間違いでした。講演者および読者の皆さまに、お詫びして訂正をさせ

ていただきたいと存じます。）
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～区遜輔を書く会から皆さんへ区か

2月に私達のニュース・レター”Frlendshipclubne▼S”が発行されましたが．

読んで頂けましたか？

さて・2月の　▲eetlngで、実話版も作ろうという意見が出て、その必要は充分

にあるから、出そうということに決まりました。私達の会に出庶する人達、南ア

の人達と文通している人達、それに集会に乗る人達にはいろんな国の人達がいま

すし、International・eetingの人達にも読んで欲しいし．この間の”ァシナ

マリ”上演の時に、ロビーで私達のニュース・レターも売られていましたが、そ

のような場合にも英語版があったら、いろんな広がりができるのではないかと思

うのです。

それに日東語阻英語版があれば、英語を勉強したい私達にも役立つと思います。

私も自分の書いた文を英語に直すという試みに挑戦しますので、発行になったら、

又ぜひ蔑んで下さいね。発行は5月頃になると思います。

それから、私達の会へ出席してくれる人がこの所少なくてさみしいです。皆どん

どん遊びに来て、私達と一緒に南アの人達の生の声に触れて下さい。

待ってます！

南アフリカに手紙を書く会　田村　幸子



スケジJ＿－ル

4月13日（太）4時20分～

『フォトトジャーナリス

講師　吉田　ルイ子氏

主催　アムネスティ明治学院準備グループ

明治学院横浜校舎チャペル（横浜市戸塚区下倉田）

15日（土）6時　南アに手紙を書く会F英語版ニュースの作成』

文京婦人センター（地下鉄丸の内線太郷三丁目下車3分）

21日（金）7時　女性ぐる－ぶ　　　　　　　　　　　　行動委事務量

22日（土）7時　勉強会『黒人意ま運動のその後』

22日（土）2時～5時F原発止めんと明日がないよ』

分科会1原発とアパルトヘイト　　大阪市立労働会館

問い合わせ先TELO720－71－7141　土構

23日（日）12時　『4，23閑西春の陣』コンサート・パレード等

大阪城野外音楽堂＋太陽の広場

23日（日）『原発とめよう4・23大行勤j

多摩川六郷象地公園（京浜急行線六郷土手下車）

24日（月）『人権満座』講師　柏原　彰

主催　台東区役所　　　　　　　　　　　　　　　根岸

＊とうとう導入されてしまった！清音税。3％‥・3％

・・・。ただでさえも高い物価、いったいどうなっている

のでしょうか。私たちは右上に慣らされてはいけないとや

っぱり思います。太当に。（たむ）　＊東電末社での琉

議行動に参加しました。応対に出てきた東電社員や警静に

あたっていた警乗官をみていると、人間の顔をうしなった

企業人間、組織人間の冷磨きを感じてきます。とても悲し

い。（Tom）　＊大阪の学生さんが事務所に来ました。

電気ボイコットに参加した人は105人もあったそうです。

東京はたった14人。この違いはどこから来るのでしょう

か。生れは東京だけれど、今は「バイタリティーのある大

阪の人の方が素敵」という心境でいます。（高柳）
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