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5月23日夕、明日三人の政治犯が処刑されるという情報が入った。行動妻ではただちに
ボタ大統領に電報を打つ一方、南ア領事館にFAX（番号：237－6458）を送った。
これはその時骨が書いた抗議文を合成したもの。処刑執行の報はまだない。
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あるアメ　リカ巨大企嚢の南ア追レ、出し／id二とさの
ようにニ行われたか○　そしてその後のことなとr

1989年4月　　M・ロビン（ATT退職）

幸手今寺今寺今寺壬壬壬幸手幸手幸手幸手幸手

この28年半の間、私は世界最大企業の一つであるATT（アメリカ電話電信会召二）の

研究開発部門の「ベル研究所」に上級科学研究員として勤めていました。

私が反アパルトヘイト活動に踏み込んだのは3～4年義のことです。その時私は自主的

に、ATTの年金基金が南アでビジネスしている会社の薇に使われているかを：斉べようと

しました。ATTの500億ドルの年金基金の40％がそのような会社の牲入手に使われ

ていましたが、私はATTに、ATT白身が間接的t＝アパルトヘイトを擁護しており、こ

のような榛を保有することはし、けないということをわからせることは出来ませんでした。

この時ATTは、会社に正しいことと惑いことの掛、などを述べる従業員はとんでもな

いおろか着だと言わんばかりに私に対処し、鰍礼でありました。

後日わかったことは．ATTが太当に心配していたのは、所有する南アでビジネスして

いる会社の株を売ってしまうと、その仕返しとして，それらの会社がATTの製品をボイ

コットするのではないかということでした。

説得失敗の後、他の4人のベル研従業且と私はATT自身が南ア緋と直接取引きがあ

るかどうかを調べることにしました。

この質問に対してATTの酬私達に「ATTは南アに設備もないし従業員もい

ない」と割、、会社恥その翌年、南アにかかわる質問が他の人から出るたびに同じ答え

をしていました。

しかしながらその年のうちに、私達のグループはt，ヽろシヽろなATT従菓負より、ATT

は太当に南アに従業員も設備も持っていないが、それにもかかわらず南アの会社とかなり

の仕事をしていることを知らされました。例えば、ATTの全製品が第三者を介し南アで

売られていました。

事実、ATTは南アで仕事をしていないとほのめかしⅥ→ましたが、真庭のところテレ

タイプの鮎のみならず新しいコンピューターを売ったり、南アの群山よりプラチナやパ

ラジウムをたくさん購入したりしていましたし（一時期貴金属のバイヤーが南アに監査し

ていた）、また、南アでのビジネス拡大を目的とした市場詔蓋を終えたばかりでした。も

ちろんATTは南ア向け並びに南アからの国際電話サービスもまた行なっていました。

私達従業員グループは何回もこれらの情報を会社情にもちかけ、道徳ならびにビジネス

両面から鵜を行ない．アパルトヘイト・南アとのすべてのビジネス関係を断つよう要求

しました．これに対し、私達は大変不満足な回答を得ました。ATTが南アに存在するこ

とはアパルトヘイトという政治問題と何ら関係ないと大l、に主賓し．私達が南アとの貿易

を阻止させたl、のなら、会社とでなく議員と話した方がよいと息合してくれました！
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ATTの従業員はATTの株主として、毎年会社に対し会社のビジネス行為に関する提

塞（決議書）を提出する法的権利があります。　もし会社情と提出老の双方が歩みよれな

い場合、法律により決議案を公にすることが出来、次の株主年次総会で全株主がそれをめ

ぐって投票を行います。

毎年ATTはこのような決議案を30程受け取りますが、その内3～4件を除きはかの

すべては、投票のために公にされるよりは話し合いによって解決されています。　このこ

とと会社側がアパルトヘイト問題に関して行動する意志がないことを知っていましたので

私達は、ほとんど公に知られていないATTの南アとの貿易に関する決議妾を走出し、A

TTが南アとの貿易上のつながりをすべて切るよう提案しました。

もし会社側が私達の提案である撤退をいくらかまたはすべて賛成することを選べば、私

達は目的を達成したことになります。これに対しもし賛成しなかった場合．300万人の

株主は法律によりATTの南アとの関わりの大要を述べた私達の提案を受け取ることにな

ります。　後者の場合、ATTはしばしば公に南アと仕事の取引きはないと言ってきまし

たので、ATTは窮地におちいることになります。

最初ATTは、私達の提案が法律規準にいくつか合わないところがあると主張し、提案

を受け入れることを拒否しました。すぐに私達は証券取引委員会へ太件を持って行きまし

たところ．この政府機関は、私達の提案はすべての面で合法的であると判定しました。

ということは、ATTは私達と話し合うか、私達の決議妾を投票にかけるために株主へ提

出するかのどちらかを選ばなければなりません。　この選択に直面し、ATTは急に私達

に対し友好的になり、ニューヨークにいる社長と話し合うよう正式に招待して来たのです／

話し合いが進むうちに、もし私達が決議案を引き下げれば、ATTは次の事を一年以内

に実施すると言いました。

1．南アでのすべ．てのATT製品の販売をやめる。

2、南ア原産のすべての貴金属の購入をやめる。

3、南アで生産された部品や組立て部分をいかなるATT製品にも使用しない。

4、南ア向け又は南アからのいかなる電話サービス強化（自動着信諌金電話サービス等）

もひかえる。

5、従業員に、自分達の預金を南アに関係のない操に投資できる選択の自由を与える。

6、この件に閑LATTが行った行動をありのまま公表する。

ATTの申し出が、私達が達成したいと望んでいたことをはるかに越えていましたので、

私達はそれを受け入れました。そして何かある等の奇跡を行ったと感じました！多くの

人々は、私達の行動が、従業員が全社に対してこの種のものを纏出した最初の例であった

ので、決議妾を持ってATTに挑験した私達を英雄視しました。

それ以来、私はいろいろ努力し南アにあるコンピューター業界紙を追跡調査し、ATT

の名前がもう現れない事を確かめるようにしました。残念なことにATTは約束を守りま

せんでした。この事が私を次の段階の行動へ着くことにまります。

私は、両者で合意した期限をすっと越えてもATTのコンピューターは南アで売られて

いて、非常に筒題なのはATTのソフトウJLアー製品エニックス（UNIX）が南アで自

由に入手出来、しかもIBMが供給者としてあてにならなくなったため、ユニックスがま

すます重要な役謝りを果たしていることを見つけ出しました。　さらにATTは、オリベ
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ッティの一番の株主（23％）であるわけですが、同社が南アで最大の会召二の一つで、民

間の会社とアパルトヘイト政権の仝続開双方と提携しているにもかかわらず、ATTはオ

リベッティが南アから引き上げるよう圧力をかけることを拒否しました。　私のこの輪過

した情報を提示され、ATTは南ア問題にはもう関心もなくこれまでにATTが行ったこ

と以上に何も行わないと語りました。

ほとんど同時に、私はベル研の経営幹部よりこれ以上私の科学的研究を援助することを

望まないと告げられ、またかれらは私がATTを辞職するならそれ相当の支払いをしよう

という申し入れをしてきました！私はその時早めの退職を考えてもよい時期であったし、

科学に関係ない他のことがらに興味を持ちそれを進めていきたいと思っていましたのでA

TTの申し出を受け入れました。このような次第で私はもはやATTの職員ではありませ

ん。

現在は前と比べ比較在I静かになって来ましたが、ATTが南アのアパルトヘイトを擁護

していることに対する論争はまだ続いています。　私達臥　ATT内にある大変大きな労

働組合のコミュニケーション・ワーカーズ・オブ・アメリカ（アメリカ通信労組）がアパ

ルトヘイト問題に関心を持つようにさせましたので、現在は彼らが総力的に太件をおしす

すめています。

私は後になって、私達の反アパルトヘイト遂行のための活動に関連していくつかの興味

深いことを学びました。

1．ATTとIBMは経済面では猛烈な競争頼手であるが、双方の会社の上劇経営l呼は社

交上は非常に仲がよい。ATTが南アからの撤退を発表した時、ATTの社長は他の

関連会社の社長よりなぜ南アから引き上げるのに同意したかと怒りの電話をいくつか

もらった。IBMは特に怒り、ATTの決定に影響され．その後間もなく南アより引

き上げた。

2、ほとんどの企業は追従室で．このような問題で仕事慾の先導者ではない。彼らはまわ

りの人達が皆やっているのを見て行動を起す。

3、我々の勝利は．たまたま私達の立場をわかってくれる有力な人がATTの上級経営僻

の中に一人いたので可能になった。　でなければあのような成功は得られなかったで

あろう。

4、企業は．彼らのビジネスのやり方を指摘されると憤慨するが、しかし一方、南アでの

彼らの行ないについてのどんな公の暴霧や批判に対して8非常に神経質である。会社

側は従業員が向けるいかなる批判にも大変敏感である。なぜなら、従業員は非常に受

け入れられない状況でなければあのような過激な行勅へと向って行かないからである。

5、発覚をふせぐために．アメリカの会社は第三者を介して南アで仕事をしている。AT

Tの場合、その製品は．大部分オリベッティやATTのユニックスのライセンスを持

った会社を通して入手可能である。

6、企業は南ア問題に対して道徳的な見麻を持ち合せていない。しかし、その間題をかか

えることは公にはマイナスなイメージになるとわかっているので、問超が公に充分高

まると、企業側はあなた方の要求に従い反応する。

7、事農を変化させるのに一番よい圧力は、関係する人権擁護活動に従事している人々、

従業鼠株主、労働組合団体が一緒に協力して進むことにより得られる。
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8、南アで利益を上げている会社は、しばしば南アにある黒人組織を通して、利益の一部

を南アに還元することを進んで行なっている。これらの黒人組織はアパルトヘイト阻

止に向けて大変よい仕事をしているが、大変貧しい。この還元の件は、企業の撤退と

共にこれからおしすすめていく価値がある。

私臥　ATTとATTの南アとの取引きにかかわる私達の小さな勝利を可能にして（れ

た状況と、あなたがたが日太で直面されているものとはことなっていることは理解してい

ます。あきらかに、法律と文化のちがいからくるものです。それでも私は、あなた方が独

創的に考えられ后じておられることを勇気を持って行なわれますよう、そして成功され

ますよう願っております！（訳；宮沢　淑子）

・Feヰ■車中車中4444・ト44づ・÷000車

筆者lこつレーて
宮沢　淑子

Dr．ロビン（専門はレーザー光線）に最初にお目にかかったのは1970年で、当時A

TTのベル研究所からのサバティカル（休暇年度一数年毎に与えられる長期休暇）を利用

し、東大物性研究所に滞在されていました。

たまたま1986年にDr．ロビンがATTで反アパルトヘイト活動をされていること

を知り、その後数回にわたり興味深い活動繁料を送ってもらいました。

この春、椅願先生にその賃料を読んでいただく機会を得ました。後日先生より、JAA

Cの和・英再ニュースレター用に、Dr　ロビンにATTといかに戦ったかを書いてもら

えないだろうかとのご要望があり、お願いしたところ本稿が送られて来ました。

Dr．ロビンの活動の一部始終は太稿に語られていますが、昨年8月東ATTを無意さ

れ去るにあたり、「ATTに対しうらみもいかりもない。ここを去ることを次へ向う新し

いとびらにしたい。」と言われています。

退職後臥　20～30年後には南アの担い手になる黒人若者に科学を教えたいとのこと

で南ア行きを希望されビザ再発行（昨年三月、2週間雇ヨハネスブルグ誘閻）を申請して

いましたが、この春正式に拒否されました。

現在臥ニュージャージー州プレインフィールドで窯」人」、学生に媚薬を行うかたわ

ら、ヨガを教えていらっしゃいます。



ナミビア情勢について　第二回

上林　陽治

3、4月1　日カーらの戦闘でイ可カi起きたのカー
3月31日、SWAPOと南アは停戦協定に調印しました。それは4月1日6時から発

効することになっていたのですが、発効すると同時にPLANと南西アフリカ警鰍との

閲で武力衝突が起こってしまいました。戦闘は8日に一応終るのですが、SWAPO側に

263人警察隊側に27人．計290人の死者が出ました。

SWApOはアンゴラ領内にとどまるという協定を破ったとして国際的な非難を浴びま

した。事実だけを追うと、SWAPOの完全な失点となりました。アンゴラからナミビア

に入ったSWAPOゲリラは1800人ぐらいといわれています。4月8日にヌジョマ議

長はこの人達にアンゴラに戻るように呼び紗ナました。国連は集合地に出頭するように呼

び掛けました。しかし、4月12日までに出頭したゲリラは4人しかいません。出てこれ

ない理由は、ナミビア・アンゴラ国境沿いに18ヶ所もうけられたゲリラの集合地はナミ

ビア北部に設けられた南ア軍基地から数メートルしか離れていないところにあったり、国

連のブルーの旗のもとには1対2の封合で南ア軍人がいるという情況なので．出てこれる

はずがないのです。国連の作戦が稚拙であったといわざるをえません。

なぜこんなことが起こったのでしょうか。

1978年に435号が出されたとき、UNTAGの規模は7500人必要とされてい

ました。しかし、国連が今回送ろうとした人数は4650人、4月1日実転に送ったのは

921人。そのうち、戦闘が予想された北部也瞳に酷暑されたのは100人．国領沿いに

いたのは0人でした。人数が減らされた理由はただ一つ、お金がなかったからです。3月

1日に国連慮全を通った予算は540億円（日大は61億円を負担）、これではとうてい

足りません。国連は最初から人数が足りないことはわかっていました。そして、足りない

分は南ア軍や南西アフリカ警察隊に手助けを顔むつもりでした。これでは自由で公正な選

挙を行うというのが最初から無理たったのではないかというのが一つの問題です．二つめ

は・435号が決議されてから11年の間にナミビアに様々な変化がありました。南ア軍

は2万人から5万人に増えています。1981年に南西アフリカ地瞳軍がつくられ、そこ

には3万5千人居ます。これを5千人の国連軍で監視は無理です。

もう一つKOEVOET＝クーフート（アフリカーンス語でかなとこの意）という私蜜

警案の存在があります。1979年に現在の南ア国防大臣マランによって設立されました。

規模は3千人でそのうち200人は白人（南ア人）、残りはアンゴラ反政府組織であるU

NITAやFNLAに居たアンゴラ人が雇われました。彼らはSWAPOを支援する勢力

をなくすことを目的としていました。彼らが非番のとき着るユニフォームには、F殺しは

俺らの仕事、働くことはいいことだ』と書かれていました。給料が非常に高く、人一人殺

すといくらというボーナスが出るそうです。殺人・拷問・強姦等、あらゆる要事を個恥、た

彼らは、国連が解散をいい出す前に雪祭隊に編入というかたちでなくなりました。4月1
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日に国境付近でSWAPOとたたかヮたのは、この轍です。

それにしても、SWAPOはなぜ、停戦協定を無視して国場を越えようとしたのでしょ

うか。決議435号に治って作成された独立までのスケジュールを見ると、国外にいるナ

ミビア人の帰還は6月初めということになっています。それまで、SWAPOの兵士たち

はアンゴラ他の領内に留まっていなければなりませんでした。この点を指して、アンゴラ

のドス・サントス大統領は「SWAPO指導部はゲリラを完全にコントロールしていない」

と遺憾の意を表明したのです（4月6日）。しかし、SWAPOの兵士たちにナミビア進

入＝停戦協定無視の意志はなかったのではないでしょうか。戦静で姑崖になったSWAP

O兵士ジョ′ヽネス・クトゥンバ（30）は次のように証言しています。「アンゴラ南部に

いるSWAPOの持合官は．4月1E］夜私たちに、UNTAGのメン′くLを見つけ、彼ら

に武器を渡し．国連監視下に入るよう命令していた。その折、指令官は、敵と出会っても

戦闘を交えないようにとあわせて命令していた」（Weekly Mai14月7日）。

ナミビアのキリスト教関係者による聞き取り調査でもこのことが証明されています。戦胸

に巻き込まれて、ナミビア北部オシャカチ病院に入院した男へのインタビューの中で、彼

は「60人のSWAPO兵士と話していた。彼ら臥　どのように国連軍と接触をもつかを

たずねていた。そこに南ア軍が到着、戟火を開いた」と語っています。

さて、この戦闘で300人近くの死者が出たと先に言いました。ほとんどがSWApO

の兵士たちだと言われています。しかし、太当にそうなのか、多数のナミビア市民＝非戦

闘員がこの中に含まれているのではないかという疑問が現在出ています。なぜなら．死体

が家族や関係者に引き渡されす、南ア軍の手によって埋葬されたからです。SWAPO側

の発表によると、4月1日以降の戦l有の死去は86人となっています。一方、南ア側は3

00人と発表しています。この差は一体何なのでしょうか。現地ナミビアのジャーナリス

トによると、死去の多くは市民であり、そして戦闘の最初の段階で捕虜になった兵士であ

ると報じています（Gua rdi an4月25日）。

捕虜になった者がなぜ、死者として数えられるのでしょうか。戦翳が開始されてから1週

間後、2人の法律家が国連特別代表アチサリ氏に7ページにわたるレポートを渡しました。

彼らは「あまりにも捕虜の数が少ない」ということに深い関心を抱いていました。南ア軍

やナミビア警察隊は、SWApOのせん減作髄を取っているのではないか、というのが彼

らの主要たったのです（Cl ti zJen4月7日）。

4月下旬、アメリカのテレビ局は．死体を検査した人物の証

言を報道しました。「死体の傷の状況は戦闘の銘菓であると判

断するにはあまりにも単純すぎる。おそらく、捕まえた後軍事

的な処刑が行なわれたのだろうJとその証言書は語っていまし

た。

自由で公正な選挙を行なうには、さらにいくつかクリア
ーしなければならない問題があります。それは、南ア軍の

存在であり、クーフートが警菓隊に入っている閤顔であり、

国連平和維持軍が機能しないで南アの軍・行政府などに手

助けをしてもらう問題等があると患います。
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4、　自由で公正な選挙を行なうためlこ
今、南アフリカはナミビア独立選挙にむけて、様々な動きを行なっています。その日的

はただひとつ、選挙でSWAPOの議席をいかに減らすか、そして、親南ア勢力をどれだ

け増やせるかということです。

たとえば、アンゴラ反政府ゲリラUNITAのメンバーが、現在、大量にナミビアに移

住・ナミビア人として選挙権を持とうとしています。また、SWAPOは若年居に人気が

あるため、選挙年令を引き上げよう、18才から21才に引き上げようとしています。さ

らに、ナミビアの唯一の港、ウォルビス一一ここはナミビア独立後も南ア領に編入される
一一に軍事基地を増設、ここに椴退すべき南ア軍を集結させているのです。

荏：SWAPO‥・南西アフリカ人民機構

UNTAG・・・国連ナミビア独立支援グループ

UNITA・・・アンゴラ全面独立運動

PLAN・‥・SWAPOの武闘部門

FNLA・・・・アンゴラ自由軍連合

ナミビア地図

（この裾引ま、3月22日に行なわれた学習会での透析を、編集部が要約し、

講演者が加筆・訂正したものです。）
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嘉酵



決お宅ノユ　ニ3　5　5芳一と雪山さ■たまでのスケジ二1＿・一一一ル

風速の閲せ

2月巾句　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国運暫定支援グループ（U：1TAG）中枢．ナミビアに

入る

3月l中旬　　商頭アフリカ人民機構（SWAP0）と

南アフリカ政府　停戦協定に調印

′lJll H　　同姓監視下で停戦　　　　　　　　　瞞連特別代表　文民、椚人がこの日から5月申旬にかけ

SWAPO、南アフリカ軍（ナミビア地　到着　ナミビ7領内50数カ所に展開

域耶も含む）は基地に留まる

政治犯の釈放始まる

差別・制個法の撤廃始まる

4月14日　ナミビア／アンゴラ、ナミビア／サンヒア国境にそって　双力に50キロメートルずつ非軍事ノ

ーンを設定　しかし．ナミビア側のゾーン内には南アフリカ翠属地は特別ロケーションとして戌

5月12日　禰アフリカ軍　ユ2000人に削減

南アフリカ即がナミビアで劇1托した部隊

は解散する　武器は国連監視下におかれ

る

選挙方法の発表

差別法・規制法の撤廃

GJi2日　　鏑アフリカ軍8000人に削減

政治兜の釈放終了

亡命者の掃還はじまる

6J123し1南アフリカ畢1500人に削減し、

グルートウフ寸ンテン、オシベロ基地に

制机　非平壌ゾーン内の南アフリカ軍

施設は特別ロケーソヨンを含めて閉鎖

7月1日　　4ケ月にわたる遼寧戦のスタ1ト

選挙人名辞の登録

10月中旬

11月1－8日　制憲法会選挙

国連暫定支膿グループは慮大規模になる

選挙監視メンバー200人到着

投票監視メンバー620人、ナミビアに到着　的400

ヶ所の投票所に付く

国選暫定支欄グループは選挙を監視し、時宜におおじて

選挙点黒を発表する

11月中旬　選挙結果の判明後一過問経過した段階で

1500人の頑アフリカ軍撤退

全てのj軍事基地が閉鎖

制廠法会開会

その後、制窓法会の作成した独立窟鹿案に沿って．独立（選挙後5ケ月以内）

（na加b・a COmunlCaL▲OnS cOhlreJa几uary28．1909　および　Ⅳ父親　肝R川C．198gより作成）

－9－



南アフリカのために世界が祈る巨＝こあたって

1976年6月16乱南アフリカの白人都市ヨハネスブルグの南西にある黒人居

住区ノウェト（弘uthWosbrnTownshlpS）で，高校生たちが校舎を出てデモ行

進をはじめました。黒人による差別教育政策やアフリカーンス語の強要に反対し

て．子供たちは立ちあがりました。これに呼応して．蜂起はソウェト全域に．

更に南ア全土に広がっていきました。警官隊の弾圧により800近くのノやが殺さ

れました。

「6・16」はアパルトヘイトに抗して立ちあがる南アの黒人にとって決して

忘れられない日です。子供たちが自由と尊厳を求めて蜂起し，警官隊はそれをお

しつぶすために子供たちを殺したのです。黒人たちはたたかいの原点をこの目に

すえるのです。

アパルトヘイト（人種隔離）とは総人口の15％の白人が全土の77％を奪い．

黒人を不毛のホームラ／ドに追放し，富とあらゆる権利を独占するしくみです。

必要な労働力は出稼ぎ者として働かせ徹底搾取しながら．ノウェトなどの黒人居住区におしこめています。黒人たちは

ソウェトの抵抗精神を軸にし．自由な南アを求めて戦っています。「私たちのアパルトヘイト体制に抵抗する決意は揺

るぎません。だから大地が血の海になってしまうことさえ予感します。教会人は今．重大な局面に立たされています。

今すぐにも．アパルトヘイトを止めさせる必要があります。存続させてはなりません。

（南ア教会協議会総幹事　フランク・チカネ牧師）

アパルトヘイトを生み出し．支えてきたのは，オランダ改革派教会（NGK）を中心とするキリスト教でしたが．南ア

の教会は今，南ア教会脇退会を中心に．だれと共に生きるのがキリスト教尤のかを問い，アパルトヘイトを撤廃するこ

とこそキリスト教の使命であると考え．たちあがっています。

世界の教会は．世界教会協議会（WCC）を中心にこの南アのキリスト者の祈りとたたかいに加わろうとし．この「6・

16」を設けました。日本と南アの経済関係を考えると．日本の教会は大きな責任があると思います。

日本では616にいちばん近い日曜日を南アフリカのために世界が祈る日を定めました。

6月18日の日曜日には世界の教会と共に、

南アのために祈りましょう。

＊南アで黒人たちの人間としての権利が回復しますように。

＊新しい自由な南アが来ますように。

＊南アのキリスト者のために祈ることができますように。

＊南アのキリスト者と連帯することができますように。そ

のために私たちのなすことを教えて下さい。

＊自由を求めて苦しみもがく子供たちを支えられますように。

南アの子供たちとの連帯の働きのため募金

にこ協力下さい。

日本キリスト教協議会（振替：東京8－75788）
〒169東京都新宿区西早稲田2－3－18－24

℡　03－203－0372
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おたよりから；；：ニ；ここ；ここ；ニ…；：ケ；キ三二二；二を；ヰヰすす・トH・

お送りくださったものを読んで、事実を知らずにいることはやっぱり罪

だと思わずにはいられませんでした。私のまわりの友人達もたぷんアパル

トヘイトについて、こんなに詳細には知らないのではないかと思いますの

で・まだ知らない友人知人に自身の問題として話をしていくつもりです。

以前から、こんなにも様々なことで地球が病んでしまっては、自分の子

供の太当の意味での幸福は、世界中の子どもが全て幸福でなければ自分の

子どもだけがしあわせだなどということは絶対にあり得ないと思っており

ました。NO・10のフランク・チカネ師の講演を読み、また改めてその

思いを強く致しました。世界の中で．子どもが生存の権利をうばわれてい

る事実があれば・それはそこにある様々な問題が形を変えて我が子にふり

かかってくることになるということを感せずにはいられません。だからア

パルトヘイトは．私のそして私の子どもの問題なんだと思います。アジア

の国々での輸出のエビの穀むきやヤシの実ひろいの子ども達のことも、森

藤をこわして大村にしてしまって自然の生命のバランスを崩してしまって

いることも、ぺトちゃんドクちゃん遠のことも・‥全部、全部どこかで

形を変えて私の子どもの生命にかかわってくる間廟なんだと思います。
一部の、ひとにぎりの、お金に目がくらんだ人の欲のために黒人の子ど

もが（子どもだけではありませんが）苦しめられて、そこからはウランが

日大にきて、原子力発電所で死の灰になってばらまかれ、私の子どもに地

から水から空気から食べ物からことわりもなくひそかに侵入してくる、そ

ういう図が見えてきます。うまく言えなくて私の言葉不足に自分で暖が立

ちますがt“生命尊厳”を守るために、私も闘ってまいります。

1989、4、7　　長野県　　嘉藤　洋子

ニュースレターを定期購読します。

見太誌を受け取ってからしばらく

たっております。

値段は3000円でいいのですね。

編集、楽しみにしています。

いいものを作ってください。

1989、5、22　　　浜松市　　山大　俊輔

おたよりから



アフリカ行動

／　タンザニア駐在員（根本利通）

→タンザニアツァー（望月広保）l

－．1伝談（三島叫

－　札幌反アパルトヘイト委員会

アフリカ行動委員会
（牛嶋　保夫）

－　松戸アフリカから学ぶ会

－　千葉アフリカから学ぶ会

－　静岡アフリカに学ぶ会

－　アパルトヘイトを考える市民の会・名古屋

－　こむらどアフリカ委員会

－　日本反アパルトヘイト女性委員会

－　京都南部アフリカ問題研究会

－　広島アフリカ講座実行委員会

日本反アパルトヘイト委員会・熊本

日
本
ア
ン
チ
・
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
委
員
会



員会組織図

イコットノJ、要員会
（藤井あや子）

アフリカ6こ手紙を善く会
（ブライアン・アムスタッツ）

ターナショナル・ミーティング

（メアリー・笹生）

智会　　　（田中啓正）

立ナミビア三滴要員会
（上林陽治）

一性ぐる－ぷ（くぼた　のぞみ）

プリカ女性の日キャンペーン（女性ぐる－ぷ）

リ－ダムラゴ－（遠山　健）

チルドレンキャンペーン（牛嶋保夫）

89年度全【茎1合宿（　　）

臣　　（　　　）

（）内は責任者名

ニュ－ス編集
（高柳　美奈子）

会言十（宮野佳世子）

ミ
ー
ー
施
増
増
指
精
讃
㌘
毎
週
火
曜
七
時
よ
り



各舶拒鮎匪負か飛錮鮎曹

乗る6月25日（日）に我々アフリカ行動委員会は、フリーダムデーを

記念して反アパルトヘイト集会・デモを大々的に行うことを計画しており

ます。

フリーダムデーとは、1955年6月25一一26日にヨノヽネスフルグ郊

外のクリップタウンで開かれた「人民会議」で、南アフリカ全土・各層の

代表2888人によって『自由憲章』が採択されたことを記念する、南ア

人民にとって大きな意義を持った日です。

毎年世界中で様々な抗議行動が錬りひろげられています。

多くの方のご参加をお待ちしております。

メニューは

集会　　『私たちに何ができるか』　経済制裁の是非をめぐって

バザー　　下記参照

デモ

日時　　6月25日（日）午後1時半～4時（デモは午前の予定）

場所　　早稲田奉仕園　スコットホール　東西線早稲田下車　徒歩3分

なお、詳しいお知らせは10日頃ちらしをお送りします。
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酎勅適適御コ・吊鹿蕨
5月14日（日）　葉山はミドリが多いなあ、やっぱり人が暮らすにはこれくらい自然

がないと幸いよな、と行動黍のミイーテインクしながら恩いました。いつも狭っ苦しい恵

比寿の事務所でミィーテイングする時より、気拝がゆったりして、いろいろ楽しいアイデ

ィアも沸くし。と、行動の前半期総会を葉山の海辺でやった後、7月にタンザニアに行っ

てしまう麻美と汐留PITめざして横顔賀線に乗ったのであります。マイティ・ダイヤモ

ンズという彼のジャマイカのレゲエバンドのコンサートなんであります。歌声がとっても

きれいなんであります。3時間もスッチャカへと踊ってしまったんであります・・・。だ

けど、汗かいて会場を出て新橋から日比谷（タイ料理屋がある）に抜けようと、いい気籍

で歩いていたら・・・

夜空に浮かぶ知二白のタワー

東京電力太社の上に立つステキなタワーが見える

人けのない青白い灯りの下を歩いていたの

さっきまでのとろけるようなジャマイカのリズム

身体ほてらせて

立ちすくんでいるような高居ビルの聞ぬけて

何だか変じゃない　　こんな暮らし

警備員に取り囲まれた自由の歌うたうコンサート　　タイの十倍の値段のタイ料理

誰もいない東電のこぼれる灯り　　耳をつんざく地下鉄の昔

それでも出かけていかなくちゃ気が狂いそうになる

死ぬほど排気ガスを吸わせられてる頗路樹のいちょうはきっと発狂してるだろう

タピー、タピー、トレッドヘアーふりまわしてピコの歌をうたってくれた

だけど夜の鋸には青白い光の洪水

赤黄泉のラスタカラー身にまとい歌にあわせて踊る男たちに女たち

だけど誰の心も見えないドームの中で　　ピコの歌だけが聴こえたみたい

遠い南の国から吹いてきた自由の叫びみたいに

東電タワーが人間の上、南ア・ナミビアの上、アジアの上にそびえたつバビロンの堵み

たいに＿見えてしまった夜でした。

5月19日（金）　久しぶりの休日、洗濯物が山となってしまった。お姉ちゃん家に袋

を抱えてバスに乗って洗濯にいく。全自動の洗濯機、私が唯一尊敬する電気製品ですね。

手で洗っていると、しみじみ洗濯はハードな労働だと思う。家族みんなの物を押しつけら

れたら女は身動きできなくなる。自分の物は白分で洗え！（毎日洗えば人様のウチに洗濯

に行くこともないのよね、′ヽイ）
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5月20日（土）えーっ今日は、自分ん家に電気がなくて困ったコト（あったかな）、

よかったコl＼変わったコトを表にしてみましょう。

＜囲ったコト＞

・仕事と音楽聴くカセットの電池がやたらかかる。文京区は分別収集をしていないから抱

てられない。これは困った。
・ウーム。後は別に囲ったとゆ一日寛がない。

＜変わったコト＞

・ごほんをお鍋で炊く術を覚えた。（あっ、大きな鍋1個しきゃないので飯を炊きつつス

ープなどは作れないな）なま物はすぐ食う。

・夜の仕事、読者をしなくなった。従って年報の仕事もはってある。従ってますます金稼

ぎ仕事をしなくなった（よかった）。

＜よかったコト＞

・夜にはオこもマンガも読まないので（TVは元々みない）、思索（ボーッとしてるだけ）

にふける。従って詩を書いてみたり、文章を書いてみたり、バザーの企菌を練ってみた

りと、妙にクリエイチヴ、創造的になった（ような気がする）。
・毎日、原発のコトを考えている。というかいつも意註化している、ろ－そく点けるその

た～び一一に。ナミビア独立しても　No Nucl earよ。

・他者の犠牲の上に存在する近代文明がないと私は生きてゆけない・・・とゆ一わけでも

ないんじゃないの、とゆ一秒な自信がわく。　たいしたコトないせ、

電気のこトとつやふたつ！

・ますます変なヤツ、と言われながら、周りの人間に

免疫ができてきて、

こういうのも（ひばり）いてもおかしくないかな、

と皆の許容量がひろがってきた（んじゃない？）。
・費が深まる。（と、上林氏が言ってました）

とにかく、ひばりの家に遊びに来た人は∴誰でも、電気ボイコットのことを話題にしま

すし、久しぶりに会えば．「よっ、まだヤッてんの？」と話が始まる。これはなかなかよ

いものです。近頃はロンドンあたりでもクワサになっているようですヨ。たたろ一そく代

と電池代は慈梼かかる。はっきりいって・今までの電気代より高い。だけど太当に高いの

かな。地球のいのち、人のいのち、生きもののいのちより高いものなどあるのでしょうか。

ろ－そくがないよ～、と泣きを入れれば誰か余っている人がくれるだろう（ください）し・

ランプをもらったり▼もしました。No Nuclear，No Apa・rtheid・

できることから始めよう。同じ思いの人がたくさにることに自信を持って。

（亀久井イ　つ・／9一　ひばり〕

正しシー電気の止めプi

1、手続き　・営業所へ行くo r電話を入れる

・原発反対o rナミビア・ウランの密輸を認めなさいと言っ

て電力ボイコットとその日にちを宣言。

・受つけないと言われたら、今までの経過を説明。
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2、ボイコット当日

・自分でブレーカーをおろし、営業所にTEL。

・電力マンが乗話し、メーターをチェック。

・静かで哲学的な夜を楽しむ。

3、再点・支払い

・自分でブレーカーをあげて営業所にTELするか電力マン

に来てもらう。

・集金・振込・振替、どれでも選択できます。

4、その他・長期契約を基太とすると言われるかもしれませんが、罰則

規定はありません。

（文責：愛の深まった上林陽治）

～～～南ア＝7リカiこ手紙を善く ．．ぶつこ叫
’88年に、私たちは南アの政治犯の家族の名簿を手に入れ南ア人と文通す

る括動を始めました。特に、12月に行なった「クリスマスカード・キャンペー

ン」によって、多くの人が南アにクリスマスカードを送りました。その中には南

アからの返事をもらった人も多いようです。この結果も含めて、現在．30人ぐ

らいの人が「MEIL」によって南ア人と付き合っているでしょう。

今年に入って私たちは、南アのみなきんからの手紙を紹介するためや南アへの

援助の依願のためなど、初めて「FRIENDSHIP CLUB」独自のNE

WSLETTERを発行しました。このNEWSLETTERは6月に英語版も

発行する予定ですので楽しみにしてください。

さて、’89年の私たちのTHEMEは、南アの人々の援助の俵顔に答えるこ

とです。このためには「SAUTH AFRICA CULTURE NEWS

LETTERJというPROJECTを今準備中です。これは多（の南ア人にA

RTICLE、POEM、DRAWING、ETC．を送ってもらってこれらを

NEWSLETTERに載せて、そしてこのNEWSLETTERの販売から出

てくるお金を南アに送るPROJECTです。

南アに手紙を出して友達をつくってみませんか。

連絡を待っています。　　　　　　　（ブライアン・アムスタッツ）
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南ア・女性の日キャンペーン
●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

＝＝rこ／サー　トの詳細決る！

そのイ由のスケミタ、ユー　－ル
8月　5日　　　　　札幌兼会

10日　　　　　　東京集会

12日　　　　　大阪集会

南アから招く女性ゲストについては、さまざまな理由からまだお知らせ

できませんが、すでに太人の承諾は得ています。
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南アフリカ：女性の日（S皿hAかicaVo■印，sDay）8月　9　日

とそま　？

1956年8月9日、2万人の女たちがプレトリアUmユOn Buildings（連邦政庁の建物）

の苗に集まった．大多数の国民を拘束し、黒人たちの移動を規制し親制する手段として作

られたパス法が、黒人の女たちにも適用されようとしていた。これに抗議するため、あら

ゆる人種の女たちが南アフリカ全土からやってきた。そのなかには、赤ん坊を抱いた女や、

線色のブラウスに黒いスカート姿の女たち、色とりどりのサリー姿の女たち、鮮やかなヘ

ッド・スカーフの女たちがいた。規制に違反しないように3人以下のグループで、英に整

然と彼女たちは集まった．リリアン・ンゴィ．ヘレン・ジョセ7，ラヘーナ・カーン、ア

メーナ・カシャリアなどもいた一

枚女たちkL時の首札G・J・ストリダムに抗議書を・経出するため、政庁の建物に代

表4人を送り込んだ凸首相は早々と姿を消していたが、彼女たちは抗議の意味を込めて、

30分間怒ってそこに立っていたという。

そして、リリアン・ンゴイが静かに「ンコシシケレリ・アフリカ」を歌い出した。それ

に歳いて、この日のためにオレンジ自由州の女性が作った敵が響いてきた　rVathillt，a

bafazi，ya uthint’iJbolodo uzo kufa．（You have struck a rock，yOu have talPered

yitllthe V01en，yOu Sbll be destroyedり　おまえは女を燈って、女に手をだした凸　お

まえは身を滅ぼすことになるよ」。これはソト帯で歌われたという。

それから三十数年経ったいま、女たちは解放尉争の先頭に立って，苛酷な法律に抗議し

ながら、自由のために、民主的な南アフリカのために関っている．

8月9日は∴馳tional一〇m’5Dayとして毎年、さまざまな偲し物が企画されている。



過疎の村（熊木県坂木村）で
一・、ト、ゝ

大盛況

人口　7900人　20年間で半減　過疎率県2位

広さ　JRの既5　小学校8校、分校1

位置：八代市の南、山林90％

二六二盛況の要因
山大　隆英

1、・倍率臣の少なさもこ助lすられ
村でのイベントといえば、年に1回のふるさと条と運動会、そして選挙ぐらいなんです

から．「アパルトヘイト」のことばだけは村の隅々まで届きました。

2、保守性とさ巨自二立：性iこ助lナられて
保守的で自立してない風土ですから、行政権力、ムラオサ、学校、寺社の要請の不平不

満は表に出ません。30戸前後の隣保班組織に実行委且がいればその恋はもれなく賛同

金が集まります。もちろんその逆もあります。

3、地：嘘ボスもこ助lナられて
地域で最も信頼される人軋保護司と民生委員でしょうか。その民生委員さん（60才

代・70才代）が実行委員に名を連ねてくださいましたし、考えがとてもインデペンデ

ントなもんですから地区ぐるみの盛り上がりもみました。また．老人クラブも単位毎に

協力いただきましたので、お年寄りが孫の手を引いてという風景がこの会場のひとつの

特長となりました。

4、事務局員の顔．ぶれlこ助lすられて
「彼がやるんだったら協力しよう、あるいは協力しまい」という風潮があります。この

点から中心になる事務局員の俵顔がよかった。彼らは公民館の主事であり、公民館長

（教育長）のお墨み付きはもらっているので鬼に金棒でした。もう一人、社会福祉協議会

の女性鼠負が加わってくれたことが広がりの要となりました。彼女のまくしたてに民生

委員が乗せられてしまった格好になりました。

5、［二巨高生実行委員iこ助lナら才1

中高生そのものが、ポスター作り、ポスター貼り、チラシ配り、実行委員ニュース配り

頗覇カンパ（3回）、封筒入れ、琶同会雲届け、領収書届け、パネル作りなどの単純作

業に精出してくれました。夜の実行委員会には、小中高生、お母さん達、お年寄りと億

に見られない風景がありました。これは打ち上げパーティーでも同じ風景でした。わた

しが中学校で自由に動けるということがこんな現象を生んだんでしょう。
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6、手紙戦術カi功を美しため、
10号発行した実行委員会ニュースは次々葛岡会員に届けました。実行委員会参加者、

作業参加者には次の日にお礼のはがきが届きます。搬出作業に附すつけてくれた人は、

中高生からお母さんお年寄りまで100人近くでした。その夜は一睡もせずお礼のはが

きを重きました。はがきをもらった人の感動具合で、ねずみ講方式が生かされました。

7、民主的で無関■bな職場lこ支えられて
校則見直し生徒大会には父母・教師も同席して和気あいあいの中で行われました。地元

の製紙工場廃止反対の行動で、こぶしをつきあげでのシュプレヒコールが運動会で出来

ます。卒業式は在校生も、男子生徒も来賓も涙涙でした。南ア出身の黒人女性の講演会

が授業をつぶして出来ます。上の方から順々に民主的で美術展には物心両面に亘り多大

な支援をいただきました。一連の行動を苦々しく思っている若い教師もいそうですが全

く無関心兄で大助かりでした。

8、二ブレーキもあーフたり　して
私が日教組で村教組委員長であることからか、校長のごく一部にブレーキ的発言があっ

たらしい。また、某政党の支部長は、夏の砂田明ひとり芝居、この美綺展にことごとく

ケチをつけてきた。教育長には匿名の電話までしている。

9、家族の犠牲もあったり　して
真宗寺院の住臓でもある私にとって臥12月から1月までが一年で一番忙しい時季な

んです。その上に美術展ですから想像してください、我が家の情況を。出来の惑い娘は

中3で受験乱親としては基礎的な学習の面倒をしっかり見てやろうかなあと患ってた

んですがこれは全くバー。女房は倒れませんでしたが．イライラが募り爆発寸前がまた

掛、ています。母は79才、犠牲は軌、ところに出ます。開催日の3日前に心筋梗塞

でぶっ倒れました。一命はとりとめましたが80日間の入院でした。

植原さんがおっしゃるには「あなたはお寺の仕事はあたりまえにやってるんですか」

「やってます。手抜きはしてないつもりです」　　　　　　　　（坂太中教諭）

一年間走りつづけた

『ゆりあ・べむべる号』

芸鏑家たちの熱いメッセージ

を伝えながら、ア′くルトヘイ

ト香回転美術展は日大各地を

訪れています。宮沢賢治の詩

に出てくる化石の名からつけ

たというFゆりあ・ぺむべる

ごう』。あなたはこの赤い風

船にもう出会えましたか？



私たちがアパルトヘイトを考える会をつくるきっかけとなったのは、社

会の授業でアパルトヘイトに関する記事を読んだことからです。そして、

アパルトヘイトに怒りを覚えた11人の仲間が集まり、この「アパルトヘイ

トを考える会」が発足しました。会の初めての活動は、「小さな点」と言

う私たちの会報を発行することでした。それから募金や梼原さんの話を聞

きにいったり、市民のビデオ講座にいったりと、とても忙しかったです。

街頭募金は、最初に覚悟はしていたものの、やはり厳しかったです。「ア
パルトヘイトワ　何ねそら」とか「バカソごたる」「ひまね－」等言われ

ると、怒ると言うよりも、ソコックでした。「まだまだ知られていないん

だ。アパルトヘイトに関しては、人々は無関心なのだ。」と改めて思い知

らされました。それから、楢原さんのお話は、とても自分のためになりま

した。梼原さんは、私たちの学校まで来てくれて話をしてくれました。涙

が出るくらいうれしかったです。なぜかって、それをきっかけに学校の中

のアパルトヘイトに対する軌むが高まってきたからです。11人の活動の総

決算として文化祭の構成詩争こすべてをかけたいといってもよいくらいの意

気込みでした。昼休み、放課後、朝など暇な時間をみつけては「コシシケ

レリ、アフリカ」という黒人の人々が楽しいとき、うれしいとき、悲しい

ときにうたう歌を練習しました。夜の十時ごろまで残ったこともありまし

た。そして　　とうとう文化祭の日、私達の番です。会場は暗幕がはられ、

静かでした。最初の「ドゥユーノー、アパルトヘイト」と言う言葉が体育

館に響きました。そして、とうとう最後の「もう二度と」の歌になりまし

た。みんな必死で涙をこらえていました。そして終わり蒜が閉じました。

みんなしばらくはことばもなく抱き合って泣いていました。涙が止まりま

せんでした。自分達で言うのも何ですがとても感動的でした。みんな言葉

もしゃべらずきいてくれて涙を流す人もいました。先生方も「良かった、

感動的だったよ。」と言ってくれました。私達最後の活動がこんなに評価さ

れて「ああ、今までやってきてよかった、この会を作ってよかった。」と

思いました。みんなで作り上げたこの会は、次は1年生がついでくれるそ

うです。　この1年活動をして学んだことはとても貴重なものです。人間

として基本的な、でもなかなか気付くことのできぬものに気付いたと思い

ます。人間として、大事なことを学んだら私の考えも人格も、少しは変わっ

てきたと信じます。他の10人の仲間も私と同じ思いだと信じます。最後に、

「アパルトヘイト国際美術展」を、絶対成功させましょう。私自身も実行

委員ですが受験におわれて思うように活動できませんが、この国際美術展

だけは、成功させたいです。皆さん共にがんばりましょう。
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大や言三十さあの山こもよこば

77・け元とウニサゝゝ了和泉とあ芯

名嵐七■ァ雌、ントし才せしめ、け

恒車重垂姦重］才各藩
智∴∴∴∴∴・．，－　√●‘、

）

☆市坪止み■・行如尊兄ンヨ丘や7柵71のれ中丸ム緩，てた、これあい
郭傭碓穆析紳t7i直りし亨司。（掛遡机車軸l；【）

十‥・、、十∵∵・・1∴1日十・一言∵∴
し＿、＿＿＿▼＿＿＿．　＿＿▲＿＿＿▼＿＿＿

タ　ニノザニア放行へのお誘し、

昨年は8月に行ないました、オルタナティブツアー『タンザニアの大地』

を、今年は7月29日開始と8月19日開始の2回実施いたします。

タンザニアはご存知のように、ANCのソロモン・マシャング開放学校

を置くなど、反アパルトヘイトに力をつくしている国です。JAACの会

員も同行して、観光旋行とは違ったアフリカの生活に直接ふれる舷を企酉

しております。

詳しい日程や費用については、別便でちらしをお送りいたしますので、

ぜひ多数の方が参加くださいますよう、お待ちしています。

く：＝フこ　け＿



行動委＿スケジュ－ル

6月　3日（士）7時　学習会『経済制裁パート2」1

1、スェーデンにおけるボイコット市民運動（岩川）

2、松戸・エビのボイコットの経過状況（福地）

3、シェル撤退について（松島）他

5～15日午前10時一一午後6時（土・日休館）

『国連反アパルトヘイト写真展』

銀座：電通プロモーションギャラリー

（銀座ソニービルの前を新橋方面に向って左側）

9日（金）7時　女性ぐる一ぷ

16日（金）6時　マンデラノヽクス・オーブン一一P．5参照

17日（土）『アパルトヘイトのおはなし』

行動委事務墓

所択市

連絡先　0429－39－7356荒川千恵子さん

18日（日）南アのために祈るロー－P．10参照

22日（大）午前10時半～12時半

Fアパルトヘイトのおはなし』　　　　　　　　　　　志太市

連絡先：0484－71－5812向井さん

23日（金）7時『女性ぐる－ぷJ　　　　　　　　　　　　行動委事務室

25日（日）フリータムデー一一p．14参照

25日（日）午前11時へ－午後3時

『アパルトヘイトに支えられた日東の反発』　大田産業会館

連絡先03－726－2524高桑きん

＊6月、あっという間に今年も半年が過ぎてしまいました。忙しさに追われる

毎日で、あまりゆっくり物を考える暇がないので、残りの半年はもっと太を読

んだり、勉強をしたいと思っています。（たむ）＊’86、7年には連日の

ようにマスコミをにぎわせていた南アの報道も、今はサッバリですね。でも、

私たちは知っています。けっして南アの平穏を意味しているのではないことを。

こんなときにこそ、私たち「ニコL一一スレター」編集書Bががんばりたいと思いま

す。共同通信社のYさん、あなたはどう思いますか？（Tom）＊5月27日

のANC祝賀パ＋ティーは盛会でした。各国大使館等が持ち寄った料理のおい

しさと民族衣装のすぼらしさには圧倒きれました。でも、300人もの参加者

ではゆっくり話し合うというゆとりには欠けます。勝俣さんのFマンデラハウ

ス』はじっくりアフリカ文化に触れられるようで、とても楽しみです。（高柳）
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