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紺紺諸膵媚翻錮瑚帽針卵　遠山健

梅雨の晴間をぬって、6月25日（日）にフリーダムデー反アパルトヘイト集会　デモ

を今年も開催いたしました。事実をまとめると、まづ朝11時15分赤坂にある清水谷公

開を約50名のデモ障りが出発。日曜のため誰もいない南ア領事館前で気勢を上げ、トイ

トイダンスでもって威圧し、最後に「来年もまたきます1」という捨て台詞を残してその

場を去る。大通りを車を止め横断し、まだその残骸の残るホテルニュージャパンの前をい

くつかの抗議文句を唱えながら突き進む。と、その瞬間1通りを走る不振な車より執拗な

クラクションの攻勢を受け、デモ隊に一瞬緊張が蘭る、しかしそれが我々への支援の意志

表示であることがすくわかり再び刺やかな雰囲気に戻る。大通りの途中に準え、その象徴

的とも言える存在感を誇示している日商岩井に対して抗議の激文を提出する。そして長年

の課題であり、級に我々にとって初体験でもある外務省正面通過という最大の山場を迎え

る。その際日東の対南ア制裁の手緩さにつにての抗議をすると同時に、中国人民大鵬粋に

ついてのそれも折り込んだ。当然抗議文も提言11された。快い疲労感を残し12時35分予

定どうりに日比谷公園に到着し昼食をとる。毎年ながら逮捕者0人t

l時45分頃より今度は場所を早稲田奉仕園へと移す。ナイジェリア大使のドゴン　ヤ

ロ氏、ノINCのバチヤナ　ムクエナ氏ら各ゲストがぞくぞくと到着。予定どうリ2時より

集会を開始する．まずナイジェリア大使のスピーチ、そしてANC若手のムクエナ氏と続

く、いずれも「自由」についての多方面にわたる度盛な見解を拝聴する．そして、こちら

からの催しとして、中学生の篠田君と女子高生の冨岡さんらの自身についての「自由」を

語ってもらった。ちなみにこの企画は、「出しては朋れ」を繰り返してきたミーティング

のなかで集会寸前に決まったことのため、十分な用意の時間もない状況でお願いした、に

もかかわらず、二人のスピーチは若君とした主張に満ちており、聞くものを捕らえる迫力

をもっていた。「疲れ」がアチコテに現われだしているなかで、どれほど硬直化した大人

たちを励ましたことか計り知れない。本当にありがとう1あとはといえば小連絡がいくつ

か続き、コシシケレリアフリカをもってして集会はおわった。参加者約80名也。

いまなぜ私がこの闇の担当をしているかお分りでしょうか？人事のように描写をしてい

ましたが、実はこの集会の仕掛人、つまり実行委員罠を務めたからであります。当日全く

といっていいほど出る幕がなかった私の本集会の意図、中心線を聞いてくだされ。

反アパルトヘイト運動をする時、孜々の大前擢となっていることは一体なんでしょう？

私は、次のように考えます。アパルトヘイト体制を維持している経済構適において我々は

どう見積もっても優位にたっております。ボリュームを上げましょう、本人意図とは関係

なく血呈量であるということなのです。我々はそう簡単に「解放」されて良わけはなくま

してや彼らとの「連帯」などおこがましい．しかし運動はあきらめない。では？という時、

アフリカ人に傍にいて声を聞かせてほしいと思いました。彼らが何を欲し求めているかを。

木集会がそれへの第一歩となったであろうことを手前みそながら自負しております。

南ア・フリーダムデーを終えて

デモ当日。ハンドマイク片手に息せき切って走る私の前方に、想像していたよりも多く

の人が「ンコシシケレリ」を円くなって歌っているではないですか。老若男女、30人余り

の人が。情宣の段階でのことですが、頼みの朝日ジャーナルにけられ、他の市民運動の団

体への呼びかけもままならず、非常に落ちこんでいた矢先のことでしたので、一気に明る

くなり、大声で皆と一緒に歌ってしまいました。「アパルトヘイト反対！」「名誉白人な

んてゴメンタlJ「南ア産のコーンスターチの入っているドライビールを飲むのはやめよ
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うl悍口富集で罵ってみよう。）」「デピアスのダイヤなんか買わないぞ一一（十部

「毘えないぞ－」と言っている人もいれたが）」等と大声で叫びながら、車道を闊歩す

るのはとても気持がいいものでした。トイトイダンスも交えながら。

さて、所変わってこちらは早稲田奉仕園スコットホール凸フリーダム・デー集会会場で

すd会場を埋めつくした熱狂的な大観頻＝とまではいきませんでしたが、108人近くの人

たちが熱心に耳を傾けていました8バチャナ・ムクエナ氏の切実なメヤセージや、中高生

の新鮮なスピ▼チを含め・成功裡に終わったといえるでしょう。

余談になりますが、集会の3日後に、バチャナ・ムクエナ氏と話し合う措会がありまし

た。世界各国を回って、多くの青年たちとアパル「ヘイトに関する議論を交わしている、

ANC青年部のバチャナさんと話し合う場を持とうと企画したのですが、私を含め学生は

3人で、ハチャナさんも失望しておられました。

パチヤナさんは私たち日本の学生に南アの学生たちへのmral＆polltlCal supportを

期待し・また、日本の中でもアパルトヘイトに対して立ち上がろうとしている学生は大勢

いる、そして彼らと共に全国的な学生組織を作ることが急務であると強調しておられまし

た。バチャナさんの言葉を現実のものとしなければいけないと思っております。（堀内）

ANC青年局長ハチャナ・ムクエナ氏挨拶（要旨）

皆さんと共に自由憲章採択34年目を迎えられてうれしく思います。明26日に軋南

アでも300万人がこの日を記念して集会をもちます。1955年6月26日、南アは

白人だけのものではなく、人種や盾の色に関係なく、すべての人のものだという自由憲章

を採択しました。そして、白人も黒人も同じ権利をもつ真実の自由が確立されるために闘

っていかなければならないと決意しました。しかしそれまでの適は決して平坦ではありま

せんでした。白人政権により、たくさんの暴力がかけられる過程で、武装闘争をとらざる

を得ませんでした。

P・W・ボタは「6ヶ月以内にアパルトヘイトをなくす」と言ったのですが、1978

年に大統領になって以来、もうそれ以上の月日がたっているにもかかわらずアパルトヘイ

トシステムを変えてはいません。国民党は自分たちだけの採決により、多くのアパルトヘ

イトの法律をつくり、私達の生活におしつけてきました。ホームランド割により、窯人た

ちは強制師こ移住させられます。たった13％の不毛の土地に黒人をおしこめ、87％の

豊かで資源の豊富な土地は白人のものとして白人のために使われています。恩人は外国人

とされ、教育もハンツー教育法により差別的な教育しか受けられません。

人々は、社会的・政治的改革のため闘ってきました。ANCはこれらの人々のリーダー

として常に方向を示してきました。自由憲章はこの活動の基太方針として、COSATU

もUDFも採択し、女性団体も市民団体も法律家の団体も中心にすえているものです。

次の大統領になるデクラークは、「今、百分たちが変えるから見ていてくれ。」と言っ

ていますが、私達にとってアパルトヘイトというものは改革されるものではないのです。

白人によって作られたものを白人が改革することはできないのです。なぜなら、アパルト

ヘイトは人避差別主義の白人によって作られた制度なのですから、白人が優位であるとい

うことを綾持する以外はとらないのです。

経済制裁は非暴力の方法として右効です。日太の皆さんに訴えます。日東政府にハイテ

クノロジーの南アへの輸出をやめるように働きかけてください。　私達は、毎日の尉いで

力をつけてきています。以前のように、西側に奪われるだけではありません。

記念の集会に集ってくださったことに感謝いたします。（文責編集部）
一3－



lセトフ′＝′　リ　ブノ　≪「lll－の「1≫　（フリーダム・デー）

のIllメ亡

梅原　彰

◆19相律IiH烏党政権が成lンし、次々とつ′ノ＼ルトヘイト・システムを築き始

める。それに抗議してA肘C（アフリカ民族会．洗）トランスバール支部と南アフリ

カ共産党は1950年5月1日のメーデーに一日ストを捷起。ストは実行され、集会

を警官隊が襲撃し、18人が殺され3人の子供を含む38人が負傷。6月22日政府は

この事件を共席主義者の扇動として「共産1▲義邦fE法」を可決。

これに対して、ANC，インド人会議、南ア共席覚は合同委員会を結成し、6／26

を抗議のElとして一一日ストを呼びかけ、未曾有の大衆動員に成功した。以後（南

アフリカ・自由の臼〉　として、完全な白山を勝ちとるまで毎年記念することに

定められた。

◆1952年の伯山の日〉から53年の始めにかけて、ネルソン・マンデラ等

の指導のもとで、不服従闘争が開始される。一一万人の志願者で刑務所を埋め、

アパルトヘイト法撤廃まで非晃力で闘おうとするもの。

◆1955年のnl山の11さには、ヨハネス郊外のクリyプタウンで「人民会

議」が聞かれ、作川lの憲章〉　フリーダム・チャーターを採択。

虫宍Eゴ二本iこ於iナる　プ　リ　－二ダーム　ー　デ－

日本でのくフリーダム・デー倉は、1964年が東京の二会場で開か

れた。それからおそらく毎年小さな規膜ながら開かれて来た。

1969年5月　〈アフリカ行動委員会》が、故野間貰二郎主宰の「南

アJJ与】題懇話会」（Japan A几‖－AparLheld Comlttee）のユース・セ

クションとして誕月三した。そのときのび油の日〉デモ参加者は125

人でこれまでのJ山．1だった。
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腹誓品の電撃、ソ トロ与り払3

電気ポイコッターのひばりです。シツコくてすいません、娠集長。でもこの間のフ

リーダムデーのデモで「楽しみにしてます▼」と初めて会った人に言われたので調子

に乗ってまた書いちゃいます。（と書けぽきりと便しいわがニュースレター編集長は

ポッにはできまい。フッフッフッ）電気ボイコット90日に突入だ！

☆　　　☆　　　☆

6月4日（日）徒事に行ってTVを見てびっくり！中国政府は一体、何を考えて

いるんだあ、。何億人もいたら人間ひとりの生命が軽くなるというのでしょうか。狂

っている。この日から梅雨も手伝ってウツ状憲になる。身体もココロも不調だ。（ど

こがゲンキなんだ）

6月10日（土）久し振りに毎日、出稼ぎ仕事していた疲れもあって昨日の女性く

る－ぷのミーティングではピソビリ・イライラしてしまった。南アから返事もないし。

まったく、イイコトないかな、とショゲているところ、のぞみちゃんからコンサート

の誘い。仲直りもかねて、はるばる品川のロフトまで出かけてみた。アメリカ合州国

から黒人女性コーラスが来るらしい‥・と実にあやふやな情報で行ってみたら‥
・いきなり

CItY川6FOR FREEDOM SOIJTII A川ICA

どこかで子供が泣き叫んでいる

南アフリカの自由を求めて泣き叫んでいる

今朝、やつらはスティーブン・ピコを殺した

南アフリカの自由のためにピコは死んだ

ああ私の母が悲しみに耐えながらつぶやく

南アフリカで子供が殴り一役された

新しい日がすぐそこまでやってきている！

自由を私は思い浮かべる

朝になれば、私は自由を手にいれる

どこかで子供が泣き叫んでいる

南アフリカの自由を求めて泣き叫んでいる！

ド迫力のお姉さま達が床を踏み鳴らしながら「CRY川G FORFREEDOH！」と歌う凄さと

いったら。惚れてしまいました。このグループの名前はスウィート・ハニー・イン・

ザ・ロック。公民権運動の流れを汲むワークショップから生まれたワシントンD．C．の

コーラスクルーブです。楽器を使わず声と身体を使って歌うアカペラ。フリーダムソ

ング、ゴスペル、ポップな曲もあります。彼女たちは歌を自分たちのメッセージとし

て、社会問題、それこそエイズから女性差別、第三世界の上に立つ繁栄、アパルトヘ

イトetc．と、しっかりとした自らの視点から歌っています。それにしても人間の声、

表現というのはこんなにも美しく、迫力あるものなんだ、と再認蓋。のぞみと相談し

－8－



て、女性ぐる－ぷでスウィート・ノ＼ニーのテープの海賊盤作ります。ナマの迫力は残

念ながらありませんが、とってもステキです。アパルトヘイトを歌っている曲もたっ

くさんあります。欲しいヒトは「こっそり」連絡して下さい。反アパルトヘイトと個

人の楽しみのために実費でおわけします▼

しかし、不調がたたってコンサート途中でひばりは貧血を起してしまった。ウチに

帰って、横になる。ああこんな日はローソクの灯さえ要らない！暗闇がココロと身

体をほぐしてくれる。

6月22日（大）　昨日で出稼ぎ仕事が終了．これで当分、「会社」という社会とは

オサラバよ、と安心したとたん、また貧血だ。毎日地下鉄に乗って街へ仕事に行って

ると、だんだん百分の表情が固くなっていくのがわかる。仕事が終ってもすぐにはは

ぐれない。身体も休養を攻めているので一日中項る。「恋人よ我に帰れ」なんて歌を

思い出しながら。センタクもソージもしらんlあー、これじゃ、まるで「ひばりのヒ

ンケツ日記」だよ。

6月25日　雨上りの朝、デモだデモだ、2年ぶりのデモですよ。歩いていると陽が

照って気温が上って、夏です。夏が来ると身体がほてって、力が湧いてくる。好きな

アフリカの布を脛に巻いて叫びながら歩く。思いっ切り声を出してビバ・マンデーラ、

アンチアパルトヘイト！中国は民衆の弾圧をやめろ！渦苧税反対！原発いらな

いl　日東企業は金もうけでアパルトヘイトを支えるんじゃわー。

普段、缶中や自分の部屋で思い切り声を上げたら病気救い、変人撥い、許されるの

はデモの時だけとは・・・情けない。こ－んなにスッキリするのにね。身体の中から

たまった轟が出ていくみたい。今、タイから日東にツアーに乗てる歌手のセーンが

（ホントに女好きなヤツ）初めて日東で地下鉄に乗ったら、日東人の女の人が色が白

くて顔たちはきれいなのに、み一んなとても悲しそうな顔をしてて、何か悲しいコト

があったの（なら侯がなぐきめてアゲたい）かと思っちゃった、と言ってた．しばら

くマジメに閤いたおかげでひばりさんも悲しい顔に固まってしまっていましたが、デ

モで叫んではねまわったおかげで、すっかりナチュラル・ノヽイの状農、いっものよう

にへラヘラッとしてきました。足にマメはできたけど．（久々の気温上昇のこの日、

夜帰って且たら元冷蔵庫にカビが一面生えていたなんて、とても言えない・・・）

☆　　　☆　　　☆

6月は北京の虐殺事件でツライ日々でした。削、平の顔にボタ大統領がだぶって見

える。遂げまどう中国人民に南アの人々がだぶって見える。TVやラジオや新聞でリ

アルな緊迫感、南アでは報道されないけど同じ事がえんえんと続いているのだ。3ヶ

月前、チベットの蜂起の時も中国政府は同じコトをしていたんだよ。チベット亡命政

府の発表によるとデモ隊は200人殺され後に逮捕きれたデモ参加者は800人が

すでに殺されたという。マスコミに載らない世界の真実をいつも考えていたい。天安

門はスリルとサスペンスの虚構じゃない、チェルノブイリはアパルトヘイトは他人事

じゃない、耶R川ⅦAR世界戦争だ。人が人を支配する戦争、私の手は汚れていないか

しら？　電気を使わないことが日常になってしまって話が全然出てこなくてスイマセ

ン。夜、電気のある所へいくと落ち着かなくなってしまってウロウロする、ひばりで

した。
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ある兵役拒否者の記録

囲
アパルトヘイト体制を内部から崩壊させるものとして．SADF（南ア国防軍）を成り立たな

くさせる徴兵拒否連動は大きな位置を占めていると思います。そこで一人の兵役拒否者チャトール

ス・ぺスター（1970年生れ）をめぐる動きを報告し、この問題を考える資料にしたいと存じ

ます。（編集部）

なぜ兵役を拒二面するのカゝ・・・チャールスの言い分

SADF．‥NO

Christ，sway，

YES

CharIesBester

私の信念にとって重要なことは、第一血に全

身全霊で神を愛さなければならない。第二に

私の隣人を愛さなければならない。

隣人を愛するということは自分の豪族や‾友

達を愛することであるけれども、もっと広い

関係をも意味している。それは人類的な豪族

ということであり、社会的、政治的な諸々の

関係を包含することである。聖書では一貫し

て、地球上の正義・自由・平和に対する神の

願望がテーマであり、貧困や抑圧に対して大

きな懸念が抱かれている。

アパルトヘイトは隔井を意味し、それを容

認することは“己のl興人を愛せよ”という神

の忠告を否定することになる。SADFが南

アで萌じている闇は現政府の隔離政策を支

えることである。

政治機構自体が弊害をもたらしているが、

今日の政府は軍隊と私の年代の人々をその機

構を守り維持するために使っている。

18才の年令の私が軍の車に乗って町に入

り‘■治安”を押し付けることは傲慢であろう。

私はこの国の法律を破っているということは

よくわかっているが、この法律と神の両方に

従うことはできない。

私の愛する神、国、および南アフリカの人

々に対して最善の意志表示をするために、和

解と非暴力の道を追求しなければならない。

従って、私はSADFに服務することを拒否

する。



半打決前＝換・・・チャールス支揺ニュースより

1988年12月4日日曜日の夕暮れチャーJレス・ぺスターを支援して徹夜の祈りを

するために約250人の人々がヨ′、ネスブルクの、美しいセントポール教会に集った。彼

らはチャールス・ぺスターへの連帯の意志を表明し、龍金し、被とともに祈るためにそこ

に集ってきたのである。南アのその他のセンターでも同様な徹夜の祈りが行われていた。

新しい明日への望みの書びとともに、その時の苦しみ、悲しみは、ライオネル・マーコッ

トの詩に現わされている。

チャ‥－ルス・ぺスター　　良心的兵役拒否者

意のままにならぬもじゃもじゃの熟、髪　若々しい骨黍った身体

両手をポケットにつつこんでふるえないようにして

詰め込まれた人々の前に立って

彼を援助した人々について話し、また両親について話す
－彼の声は涙でのどがつまってとぎれる

－彼の審判の前夜、NORT糀椚郊外の徹夜の胡りに於て－

教会の降臨節の夕闇の中で、我々は被を見ている

審判の蟻輔の炎（有刺鉄線で絵錬りきれた）は

次々とつづくメッセージとともに増えていく

COSATUがあなたに挨拶する　　ナイジェリアの司教があなたに祈る

ケープタウンから来た大司教が、光と真実は必ず勝利するとあなたに言う

ある母親臥

彼女の息子たちに対する発砲にあなたが教区で反対したことを笈讃する

私達は気づくのだ

ハヌカの集りが力強い着と、

そして多くの人々によって守られた正しい老たちの

」、さなきづなをかたくしたことに

私達は一人の母親の涙に綻する

生まれ出すためには汗と苦しみがある
一つ一つ小さな朋がともされる

夜から新しい日は始まるのた

24時間後、チャールス・ぺスターはヨ′ヽネスプルグ治安裁判所での最初の箸理の後、

獄中にいた。この審理はチャールズが示した威厳と自信、また傍聴階や法廷内の民衆の熱

心な注目によって特記すべきものであった。　証言の中でチャールスはクリスチャンとし

ての信念についての感動的な証言をし、また彼の信念がSADFで活動することを拒否さ

せている理由であると話した。
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治安判事は、何回も途中で発言をさえぎった。平和のしるしとして、チャールスの友達

及びチャールス自身も黄色い花をつけていた。判決する直前、治安判事は廷内の黄色い花

着用者に対して、それをとるように命じた。

治安判事が判決－6年間の－を下し、廷外に出てしまうと．チャールズは‘チャールズ

万歳’の叫びや‘コシ　シケレリ　アフリカ’（アフリカに幸あれ）の歌声のひびく廷外

に乱暴に押し出された。

数秒のうちに扉は閉じられ、疑い深い見物人たちは数分前チャールズが降りていったば

かりのその同じ階段を大勢群れて降りていった。これがこの特別な日のクライマックスで

あった。我々は全員何のもとがめもなく解放されたのである。

チャーリーは3日後、plepkioofからKroonstad監獄へ移送された。現在まで彼は3回

の葡問を受けている。最初の訪問では、彼の外見が頭髪の監獄刈りや線色のユニホームに

変っているのを見てショックだった。彼は薫く傷つきやすく、またすこし涙もろくなって

いるように見えた。つづく2回の訪問では、彼は歯をむきたすことは控えており、我々に

は彼が自分のおかれた状況になれて突っつあることが感じられた。　彼は元気そうに見え、

日焼けし、通信教育で学士号をとる勉強を始めたがっていた。

チャールズは年間30分の自由な訪問を20回受けることが許され．また500詩の手

紙を20通受発信することが許されている。　こうした制限のため、チャールズ宛のどん

なメッセージでも、下記のボックスナンバーに送ってほしい。そうすれば、我々はそれを

硬にリレーする。全世界からの支様の手紙は、彼および彼の家族や友人にとって非常に大

きな慰めや励ましの源になっている。我々はこれらの支踵をしてくださるすべての方々に

心から感謝する。

チャールスの弁護士たちは、ある上訴に注目している。我々は現在Dave Bruce一拒否老

仲間一このケースはチャールスのケースと酋長的な関係を右するのだが－の上訴について

の審判を待っている。南アの法システムにおいては、裁判は無益である。だからチャール

スの事件は、単独で行為する行政官である治安半盛事によって決定される。上訴はたぶん、

最高裁判所の二人の裁半i官によって審理される。Dr．Ivan TollSのケースは、この国におけ

る最高裁判所である上訴裁判所に1989年の終り頃に移送されるだろう。lvan ToISは現在、

上訴を待つ問保釈中である。被の法廷での感度は立派だった。

チャールスの支援グループへメッセージを送ることとは別に、チャールスを支援したい

と思う方は

Hon，the Mi nl S t，e r O f J us ti s e

PrlVate Bag X81　　Pretori a OOOl

に、刑期の長さに抗議して手紙を出してほしい。

The Cha rl es Beste r Suppo rt Group

P．0．80Ⅹ786136　Sandt on　2146

皆さんの支援を感謝します。皆さんは真実を知るでしょう。

そして、真≡封ま皆さんを自由にするでしょう－チャールス



チャールズの近況‥・ObJ eCtOr誌5月号より

ここに来て二ケ月以上たった今、私が伝える最初のことは自分が健康であるということ

です。私は日々きめられた日課に憤れそのため今までより時間が早く過ぎていくように

感じられるようになりました。というのも、現在私は独房にいて、あかりもラジオも自分

でコントロールできるからです。

私はあらゆる人とかなりうまくやっていますが、とおり一・遍以上の友情をはぐくんでい

くことは、他人をすぐさま信用することができないと同様、難しいと思います。私はこの

環境での大きな刺激物である好奇心と桃乱心とをもって、私の適をさがしています。

私は規則的に運動をしています－軍隊が私を人間らしい人間にするかって？投妹が？

気椿の浮き沈みがあるときは、いかに私が神を頼っているかわかります。ですから、私

はここにいることがたいへんな試練であると受け取っています。孤独や分離感ということ

を、他の人に解ってもらうことは難しいでしょう。私は仲間や友情を求めています。抱擁

はなんてすぼらしいのでしょう。心細くなったり、打ちのめされたり、弱気になることは

何回もあります。そういう時は神さまとの約束を思い出します。そして彼の抜きに憩いま

す。彼は私の近くにいて見捨てはしないのです。また私は．支持者の人達のことを考え、

心をやすめます。私は一人ではないのたと。面会者は私の元気の源です．人々のメッセー

ジを受け取ると、私は高揚し、外界にいる人々とむすぴつける重要な錦として役だちます。

慈局、私はあなたがたがとても恋しく思うのです。私は信じられないほどあなた方のす

ることすべて疑いをもっていません。ありがとう。

私は以前話したように、支持者から裁きや希望をもらっています。すべてのニュー－ス

（情報）がなくても少しの愛や私を祈ってくれる人がいるだけで充分です。チャーリーは

負けず。

チャールスの母カ、■≡さの手鍋氏・・・6月14日付

私はあなたが、チャーリーのケースに興味を持ってくださったことにお礼を申し上げま

す，世界のどこかで、彼のことを気遣ってくれる人々がいることを知ると、とても胸が熱

くなります。チャーリーの投難をあきらめることは難しいのです。

私は彼の母親として、現在彼と私達豪族が受けている支持をただただ感謝するぽかりです。

感謝をこめて　　　ジュディ・ぺスターより

南アの兵役妻転務
南アフリカでは18才から55才に至るすべての白人男子（白人以外は志願制）

に兵役が義務づけられている。当初の二年間の兵役を終えたのちも、55才に至

るまでの間に合計720日間軍隊生活に服さなければならない。代替服務も認め

られてはいるが、この場合は兵役の1倍半に伸ばされる。良心的兵役拒否を申請

して苛められなかった場合は最長6年までの禁固刑が課せられる。宗教的信条に

もとづく良心的兵役拒否を認められるのは、平和主義の伝統を持つ教派に限られ

ている。
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さ　　　　　　　　　　　と

くオー一一ストラリアの反アパルトヘイト遅匡動
■　　　　　　　　　　　　　　　　　　シェイラ　サットナー（Sheila Suttner）

南アもこしーる未決囚の息子R a y m q・］rl d

レイモンド（RaylOnd）はとても元気です。しかし、真に正常に願っているとは言い難

い状憲にあります。明らかなこととして多くの長細未決囚は心理学書がいうところの衝撃

のあとのストレス症候群にかかっています。その症候群では、集中力の欠如や激しく驚く

ような反射作用や不眠症、人間関係面の問題がみられるようです。彼は監獄の外にはいる

けれども、彼（のほかに500人）に讃せられている制限は非常に大きく、普通の社会的、

経済的、政治的、また、学究的な生活をすることは不可能です。もう一つの制限に付随す

る重大な問題は、人々をとても危険な状態においているということです。政治活動に対す

る政治的暗殺が南アの国内国外の双方に非常に多発しているということをあなたは知らな

ければなりません。これらの公的あるいは非公的な臆殺老は、制限された人々が決った時

間にどこにいるかを正確に知っています。たとえばレイモンドは一日に二回決った時間に

決った警乗署に報昔しに行かなければなりません。午後6時から朝の6時までは毎晩豪に

いることになっています。彼はヨノヽネスブルクの都市区域から出ることはできません。政

府を批判する人を殺そうとする者は、誰がいっどこにいるかをはっきりと知っているので

す。

ウイッツ（Witvatersrand）大学で人類学の講師だったデビッドウェブスター（Davld恥

bsuter）氏の暗殺について読まれたかもしれませんが、彼はレイモンドのとてもよい友達

で、アパルトヘイトに対して歯に表をきせない批評家でした。彼は車から降りた時に自分

の豪の外で穀たれて死にました。彼は未決囚の窺たちを支緩する会の共同設立者の一人た

ったのです。また、非常事農宣言の下にいる子供たちに何が起こっているかを世界に知ら

せていた一人でもあったのです。これが彼の‘罪状’なのです。それは彼を消すために必

要で充分な理由でした。

この鈷架としてレイモンドの友達のあいだで、また治安警案の内部でさえ、大きな不安を

巻きおこしました。ウェブスター氏の暗殺の日に、南ア治安警寮の地位の高いメンハーが

やってきてレイモンドに言いました。「我々はあなたが殺された時に責任を負いたくない。

だからある薯をここに乗るように手配しているし、あなたが蒙を守るための安全対策を提

案しよう」。その提案には300、000ランドという額のお金が含まれていました。も

ちろん、彼ができる最も安全なことはオーストラリアに来て住むことだったでしょう。で

も∴私はそんな単純な解決策は提案しませんでした。彼は、自分は虐げられている大衆の

士気を高揚するために存在するのだという信念に従って出国はしないでしょう。

私はここバース（オーストラリアの）における反アパルトヘイト運動に熱中しています。

CAFLE（Ca■Pain Against Racial Exploltation．人種間搾取に反対する運動）という
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グループに屁しています。その名前が意味しているように、我々のグループは全ての人種

差別の実情にかかわっています。特に、アポリジナルと反アパルトヘイトが主なものです。

私達は反アパルトヘイトの闘いのなかでの主な出来事のあった日を記念してデモ行進をし

たり、ピケをはったり、集会を開いてきました。

ソウェト大虐殺の13周年にも大きなデモをしましたし、今、毎年恒例の南ア女性の日

の行事を計画しています。これは窯人女性に対する三重の差別（人種・性・南北間趣によ

る差別）に反対の意誌高揚のためのすぼらしい機会です。

私は今初めて南アの未来について楽観しています。自由と平等を勝ちとるまでには多く

の苦悩と死があるだろうと思います。でも今終りが予見できえると真に信じます。制裁は

きびしく南アの経済は混乱しています。改革は南アの大衆民主化連動を満足させるに充分

ではないし、意味のある変革を要求してきている南アの同盟国をも満足させるものではあ

りません。あなたやあなたの友達は南アの新聞を手に入れていますか？私は■■ウイーク

リー・メイル；Weekl y Mai1－か｝ニュー・ネイション；New NatlO

n”をも重めします。自分の国に起きている真実を否定するような検閲があるにもかかわ

らず、それ等は今起きている奉養をとてもよく伝えてくれるでしょう。

私は最近、ほとんどここの人々に知られていないナミビアの回について37の大学で話

すことにとても忙しい毎日です。また、アムネスティ・インターナショナル（血unestyI

nternationai）の努力の恩恵を受けている者の一人として、彼らに代って多くを語ってい

ます。

変らない興味を持ちつづけてくだきってありがとう。レイモンドや反アパルトヘイト連

動についてあなたが知りたいことで私が議していないことがあったら、どうぞはっきりと

尋ねてください。

198。年6月2川　　　　配し忘し払L′

編集部注，レイモンド・サットナーは大学生の時から反アパルトヘイト運動に加わり、1

975～83年の8年間はANC（アフリカ民族会議）のサポートをしたとして投獄され

た。出所してからもUDF（続一・民主轍）に加わって活動、自由憲章についての太を善

くなどした。1986年、ジンバブエ大学で自由憲章についての菰義をするため飛行機に

乗ろうとしたところを、6月12日に出された非常事態宜言により途端された。現在は文

中にもあるとおり自宅拘禁されている。1945年ダーバン生れの白人。シェイラは彼の

母で、ブラック・サッシュ（白人女性が中心になって1955年に組織された、恩人の権

利擁護をはかる団体）のメンバーとして活動していたが、今はオーストラリアのバースに

移住している。

空汽一
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ポーrこコッ　ト　ー　ノ　－　ト
一一｝学習会報告一一一

去る6月3日（土）、経済㈲我についての第二弾として、下記のように学習会を行った。

南ア政府が、アパルトヘイト政策をやめていくために経済制裁が右劾だとすれば、私達

はどのように行動していけばよいのか。各国及び国内各地のボイコットの具体例の中に、

今後の方向をさぐっていきたい。また、南アに進出しアパルトヘイト体制に加担する企業

は人権を考えない企業であり、そこで働く労働著や消費者の人権を考えない企業であるこ

とを意味する。このような存在自体を許さないという行為臥反アパルトヘイトの主張と

相通じるものでもある。

さて、学習会は次のテーマで、5人の人に発言してもらった。

1、ヨーロッパに於ける経済制裁について・・・岩州

2、SHELLボイコットについて・…‥渡辺

3、オーストラリアの舶・‥・・・・・・・松島

4、日太のボイコット連動について‥・石村・福地

1、≡才一ロッノヾiこ於lナー≧S経済制裁

◎デンマークの場合

他の北欧諸国に先駆けて、全面制裁を実施している。南アに事務所をもつ5企業も、

今年の冬までには搬過の予定である。銀行は撤退している。しかし、外交の面で軋

全面制裁にもかかわらず領事館及び南ア航空の事務所がある。南ア行きの航空券は

発売禁止だが、南ア経由ハラレ、モーリシャス行きは可能である。

◎スエーデンの舶

1977　　南アとの軍事物資の貿易薮止

79　　南アへの投資及び個人取引禁止

1986．1農産物輸入禁止

4南アに対するピザ発給親御

1986．6南ア・ナミビア企業への特許、製造の譲渡及び委託の禁止

1987．6貿易全面ボイコット（例外、医療関係の品）

10全面貿易禁止

◎抜け道について

南アからの輸出については．ラベルの変造．また、南ア産の製品の第三国でのパッケ
ージ、他国産との混合など。特に、ナミビア産ウランについて知られている。

（例1）ナミビア・ウランについては、ガボン、ニジェールで、当地産のウランを毯み

込み、フランスのコミュレクス社で精製。

（例2）オランダからヨーロッパ各地に売られた石炭は、南ア、中風ポーランド産の

混合であった。

－14－



2、S t1E L Lボー「こ＝r tゝ′　トiこつし、て

南アには石油会社五社が進出している。石油を産出しない南アで臥石地の輸入は重

要である。エネルギー源として、1988年に核燃料サイクルが完成はしているが・

ボイコットのターゲットとしてSHELLが選ばれたの臥南アの軍、警察に石油を

供給しているからである。

南アにおけるSHELLのプロフィルは次のようなものである。

準太投資　US＄　800，000，000

年間売上　US＄　200，000，000

（1987年利益　US＄50，000．000内石油75％）

従業旦　約2，500人（内、窯人50％）

南ア軍及び背嚢に、800，000　／日

南アにおけるSHELLのシェア18％

これに対して、1986年USA国内で労働団嵐南ア解放グループがボイコットを開

始した。秋には、ヨーロッパにも鉱がる。1987年11月9～13日、インターナショ

ナルウイークとして、アメリカ、イギリスなど24ヶ国がボイコットに参加した。

その他のSHELLボイコットの具体例

＜USA＞

八一ハード大学、SHELL関係の株を売却

ロスアンジェルス、ワシントン、デンバー、デトロイト市長が、共催でSHELL

ボイコット

＜カナダ＞

ハンクーバー市のガソリンスタンドで∴市民がピケを

はってボイコットを呼びかけた

くノルウユ・－＞

フットボール協会が、SHELLの協賛金を返却

＜オランダ＞

1988年4月19、31日アムステルダムのSHELL

倉痔封鎖。港湾労働着が荷揚げ拒否

＜フィンランド＞

数市がStlELLとの契約破棄

＜マレーシア＞

月刊誌ALIRANが、1988年8月以降、

反アパルトヘイトキャンペーンをやっている

3、オ－＿ス　トラ　リアの場一合

SIIELLの幹部に手紙を書く。社長、宣伝広報に電話をかける。また．大社、支社サ
ービスステーションに定期的にピケをはるなどの活動をしている。
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オーストラリアの反アパルトヘイト運針ま∴教会、労働組合、学生日胎会、反核団体な

ど様々な人々の間に支持が鉱がっている。

4、日太国内もこおもするボrrこコッ　ト

☆松戸アフリカに学ぶ会の場合

1987年11月、松戸イトーヨーカドーにおいて、インポートフェアとして、「南

ア産ロブスターとフルーツカクテルの缶詰」が大々的に扱われた。松戸アフリカに学ぶ

会では、イトーヨーカドー各店に電話で抗議した。しかし、各店とも．太鼓企画なので

我々に決定樹まないとのことなので、太社に抗議と公開質問状を出した。

1988年3月8臥イトーヨーカドー側より電話での回答があった。

『南ア産のロブスター、フル⊥ツカクテルの缶詰を援った店駄131店舗中、東京

・千葉・埼玉を中心に31店舗である。また、インポートフェアは、貿易不均衡援和の

ため、通産省の行政籍等により行ったものである。納品業老は言えない。インポート

フェア後駄南ア商品は扱っていない。』との回答であり、文善での回答は拒否した。

その後、1988年6月16日、イトーヨーカドーが今後南ア商品を扱わないことを

発表し、6月17日、ジャスコ．ダイエーもそれに焼いた。

☆東京・ボイコット小委員会からは、去年、アップルタイザーを中心に“キケン竹のパ

ンフレットを作り、配り、食品を中心にボイコットを進めてきたことに続き、今年は金

・プラチナをボイコットしていきたいとの礎妾がされた。

また、熊太の反アパルトヘイト委員会は、泉南のデパート、スー′トを中心に出まわ

っている南ア商品をチェックし、ラベル、輸入元などを粛べるという地道な括勤を

行っている。

広島の中国電力への抗議など、各地で様々な動きがある。各地での小さな動きが、

反アパルトヘイトの漏洩を作りはじめている。（福地　秀子）
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プラチナ・金・ダイヤモンドをボイコットしよう！

みなさん、こんにちは。ボイコット小委員会です。今年のテーマは、プラチナ・金・ダ

イヤモンドのボイコットです。こうした貴金属類は南アの主要輸出品であり、南ア経済を

支えるのに大きく貢献しています。そこで、私たちボイコット小委員会は、食料品に次ぐ

ボイコット重点対象品として、プラチナ・金・ダイヤモンドを選び今年は徹底的にやって

いきたいと考えています。

最近の日本には、怒涛の如く、こうした貴金属類が押し寄せてきています。ある大手商

社は、「史上最高の好決算をあげることができたのも、金のディーリングのおかげ」とい

っています。デ・ビアスの日本での宣伝を受け持っているJ．W　トンプソンは、ダイヤ

モンドの宣伝のため、この1年間に50億円を投じるそうです．J W．トンプソンは、

「婚約指輪は給料の3カ月分」という呪縛を日本人の頭の隅々にまで染み込ませた張本人

であり、最近では、「結納返しはダイヤモンドで」という宣伝で、リッチな若者の虚栄心

をくすぐっています。

とにかく、日本人の成金趣向は、貴金属類への渇望とでもいうべき買い漁りによって、

南アのアパルトヘイトを支える大きな手助けをしているといえます。貿易額が世界で2位

になったからといって、喜んでいる場合ではないのですよ、財界のみなさん。

「貴金属が欲しい」という世間の流れに逆らってのボイコット・キャンペーンはなかな

か大変だとは思います。しかし、いまほどプラチナ・金・ダイヤモンドが庶民の手にも届

くくらい身近になった時代はないことも事実です。こうした貴金属類のボイコットを訴え

ることで、日本人の関心を少しでもアパルトヘイトへと向けさせる絶好の掛会と言えるの

ではないでしょうか。

そこで、ボイコット小委員会からの提案です。

まず、プラチナ・金・ダイヤモンドに関する広告に対して、抗議をしましょう∴最近、女

性週刊誌を中心に、貴金属類の広告がとにかく氾濫しています。こうした広告を日にした

ならば、一読者として、その編集部宛に、「アパルトヘイトを支えるような貴金属の消費

を煽る広告を載せないでください」と、手紙を書いたらどうかと思うのです。

ボイコット′ト委員会でも、目についた雑誌に対して、取り組みを始めました。みなさん

も、是非、いかがでしょうか。

7月一杯は、個人個人での抗議をしていきたいと考えています。その影響を見て、8月

くらいから、全国的に一斉キャンペーンに踏み切ろうかと考えています。

ところで、昨年は、全国のみなさんの運動により、大手流通から南ア商品を撤退させる

ことができましたが、喫茶店や一部の小売店には依然として南ア商品（特に、アップルタ

イザーが多いよ、片岡さん！）が目につきます。日にしたら即時対応するため、ボイコッ

ト小要員会では「藷ち穂拾いグッズ」を作りました。中には抗議文とビラと回答書と返信

用封筒が入っています。ご関心のある方は、ご一報ください。

今年の夏は暑そうです。ボイコットも燃えそうです。　　　（ボイコット小委員会）
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1コこ／ドンで思う

日太のこと
アフリカのこと　　三砂：ちづる

廿的．ら・門　Brl汗0nL申叩

今日は土曜臥ブリクストンの週末は、朝夕を問わず、どこからかレゲエが流れてき

て（レゲエは流れてくる、というよりは“やってくる”というかんじだけど）赤黒寂のニ

ット帽のお兄さん達がマリファナの匂いをさせてます。毎日ボブンマーケットが立ち、ア

フリカ見プラスジャマイカ風のおばちゃん達が牛のしっぽとか、ヤムイモとか売ってるプ

リクストンは、はっきり言ってイングランドの中にあるんじゃないやと思ってしまう。先

週末などは恩人のおばちゃん7、8人がキリストをたたえる例のアフリカ風ゴスペルを踊

りとともに披露していて、私はますますブリクストンはアフリカかカリブのどこかだとい

う思いを強くしたのでした。

ニュ▼スレタ▼送ってくれてありがとう。電気ボイコット日記すてきだつた。近代文明

なしでも生きていけるんじゃない？という自信の確かさ・‥。思うけど、日太ほど電気

のムタ使いしている回は先進国の中でも少ないんじゃないかしら。日大て家の中も外もキ

ンキラキンの照明が好きだし、電気製品にとり囲まれての暮らしに慣れすぎている。私自

身、ロンドンでの暮らしをふり返っても、困ると思うのは水道とコンピューターが使えな

い、ということぐらい。

私が強訴したいのは、うちもよその家もだけど、こちらでは夜、キラキラの蛍光灯は使

っていない。伯人は強い光が嫌いというクワサもあるけど）大きな居間に60Wの裸電

球を聞濃無明にして夜を過ごすことがほとんど。灯りを消してローソクで食事をするのも

人気がある。“愛が深まる”というのはほんとと思う。ローソクで食事をしてたらロマン

ティックな話しもしたくなるもんね。私もはじめは60Wの電球で読んだり、善いたりす

ると目が悪くなる（とお母さんに言われてきました）とおそれていたけど慣れました。ロ

ンドンの街は太当に暗い。

もちろんヨーロッパの電気の使い方は日東より無頓着なところも多いとは思うけど、日

大の暮らしの電気への高依存度をふと思ってしまうのでした。ボイコットとまでいかなく

ても一人一人のくらしのレベルで日東人はもっと電気への依存度を減らせると思う。少な

くとも劫巨に入ってまず蛍光灯3太の電気をつける必要はないんじゃない？

でも日太でこういう議論をすると、すぐストイックで自己犠牲といった方向に持ってい

かれ“欲しがりません、変るまでというガマンとみじめさの入り混じったマス操作に

なる可能性があるようでこわい。“恵が深まります州という次元のゆたかな思いにつなげ

られたらいいのにね。日大にいると「これなしでは暮らしていけない」と思えてしまうも
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のが多すぎる。思い込まされているのよね。私自身も日大では洗濯棟なしの生活なんて考

えられなかった。平日の昼間ウロウロしてると雇いことしてるような気がした。あれは何

だったのかなあ。

私がロンドンに来て気づいたことのひとつに、日太でのモザンピー久　アンゴラのイメ

ージの悪さがある。飢餓、社会主義政権の失敗etc．etc．のぞみちゃんのハラレ会議報告

にも、アンゴラ・モザンビークのひどさを間かされているところがある．それが、山遠く

から「アパルトヘイト」といっている分には見えない部分”とされてしまうのは何か違う

と患う。むしろ「遠くからアパルトヘイトって言うべき」一一もっと自信を持って－一部

分だと思うのです。アンゴラ・モザンビークの不安定要因は日大での報道以上に、南アの

アパルトヘイトにあることは確実です。その諾義はこちらでは常議です。私はロンドンに

来て、モザンヒークで働いていた人働いている人、モザンビーク人にたくさん会った。

そして彼らからモザンビークのプラス面をいっぱい聞いた。働いてきた人はみんなロをそ

ろえて「モザンビアンはアフリカで一番スウィートな人たち。政府も一生懸命やってきた。

でも南ア介入の“内戦”ですべてむちゃくちゃになった」という。モザンビークで働いて

きた人たちは、みんなそこでの経験を宝物のように患っている。フレンドリーな人々、腐

敗してない政府、プライマリ一・ヘルスケアと議字教育の実践・‥。各村にいるヘルス

・ワーカーを殺し、学校を壊し、子どもたちを家族から発散させているのは南アのアパル

トヘイト。のぞみちゃんが言っていることは正しい。絶対に南アのアパルトヘイトが惑い

のた。それがモザンビーク・アンゴラの人たちの相互の不信感を生み、悲しい慈巣を作り

出している。うまく書けない気がするが、私は太当に日大のモザンビークのイメージの磨

きはどこから棄てるのか、と考える。かつての朝日新聞の伊藤正孝氏の飢餓リポートの影

響が大きいんだろうか。

私は仕事の関係や友人がモザンビークで働いていたせいもあって、モザンビーク関係の

人にいっぱいここで会っている。友人たちもよくアンゴラに短期で仕事にいって、「あー

アンゴラってほんとうにすてきなところ」といって帰ってくる。アンゴラ・モザンビーク

のプラス面、そしてそれをこわし続ける南アを強調するためにも、日太に伝えたいな。）

※筆書はロンドンの0XFUMという第三世界関係のNGOでプライマリ一・ヘルスケア

関係の仕事をしています。そのうちブラジルかモザンビークに行ってしまうでしょう。
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「誰もカ盲名前を持ちたし一〇　そして、その名前
で呼∃ま才1たレ、」　　一　一　【　－【　マニノデラノヽウス

オープ・ニこ／ごデノ1ニー【ティ　ー｛まこう　し′て行われた

ララチョンハハララ・、

サヤ・、ナム・－レ

ハカへ一デヨンデルぺ

ムニヤーしヨンデルベ

ニヤ・、　チaンデルぺ

ハヤ・－ムーレ（・・・

マリヤ一一マ　マリヤ一一マ　　　　1一二一一ゴー‾■

これは、この6月16日、我が家の一角に設けたマンデラハウスのオープニングパーテ

ィーに駆つけたギニアのケピー君の詩吟の一部です。西アフリカの弦楽薫の一つ、コーラ

を伴英として歌われたこの詩は、小説「ルーツ」の主人公キンタ・クンテの話す言語と同

じのマンデング語で、西アフリカで広く話されている言語の一つです。残念ながら、これ

は、ケピー君の朗読の一部をカタカナで筆者が表記したもので、不正確かむしれません。

その内容はケピー君によれば「誰もが名前を持ちたい。そして、その名前で呼ばれたい」

で始まる「コトハ」をうたったものです。

6月16日はものすごい雨の日でした。6月16日を選んだのは、くり返すまでもない

のですが、1976年のこの日、南アフリカの白人当局が黒人に強制しようとしたアフリ

カーンス詩に反対し、菩砦を中心とした悪人がタウンシップのソウェトで蜂起した日だか

らです。

当初マンデラノヽウスの広さからして、30人位をめどに室内状を出していたのですが、

＝仁一ラ　ミュージックの演奏と詩吟がはじまった7時すぎに軋　50人近く、そして8時

には70人近い（内アフリカの友人は子供も入れて約20人）友人や友人の友人でふくれ

上っていました。これはうれしかったことです。

セレモニーは、まず、ケピー君の提案でソウェトで倒れたアフリカ人の友人達のために

全員起立した一分間の熟議ではじまりました。次に、ブルーと白の民族衣装をまとったナ

イジェリアのドゴン・ヤロー氏が、アフリカ人の尊厳について、またマンデラがなぜアフ

リカ人にとって誇りでありつづけているかを英語で話しました。彼の後は、ANC東京駐

在のジェリー・マツイーラ氏で、ソウェトとマンデラ氏に触れ、マンデラ　ハウス開館の

お祝いを述べ、「自由憲章」とANCのシンボルを説明したパネルを寄贈してくれました。

－20－
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（「自由憲章」はメインルームに、ANCのパネルはお手洗のとなりの居間に盈くことに

しました）。

イベントとしては、先に上げたケピー君の詩吟につづき、降失洋子さんの友人ニヤン君

のアフリカの歌がありました。パーティー前の打ち合わせで臥ケピー君の蕗をフランス

語に訳すのが、こヤン君の投射だったはずなのですが、彼は、突然「どんよく者のお祭り

（Le banquet des rapaces）」というフランス語の歌を声高に臼

から歌い出したのです。このハプニングで、マンテインク藷の詩の意味軋　ほとんどの人

にとってわからずじまいたったのですが、アフリカ大陸の資源にむらがる西欧を皮肉った

彼の歌はとても熱気を帯びていました。終った時には、前列を陣取っていた日東の援助機

関（JICA）の研修できていた数人の西アフリカ人はアマンジャとこぶしを上げて叫ん

だ位でした。この終始は、NHKインターナショナルのオーウチさん（タンザニア）がス

ワヒリ諸で解説し、6月18日アフリカ向けに放送されたとのことです。

食べもの、飲みものは持ち込み歓迎としたので、実に色々なものがありました。たとえば、

セネガル人のサム夫人はチュプゼンという魚とご飯をませた民族料理を洗面器のような券
一杯に入れ、南の中を風呂敷に包んでもってきてくれました。また大阪からは、帝国・朝

鮮・在日問題の資料センターにたすさわるバク氏がキムチを直送してくれました。それか

ら、東アフリカでおなじみのケニアビール「タスカ」もありました。

さて、マンデラハウスをささやかながら開くことになったきっかけは、地球が狭くなっ

たのなら、お互いに顔の見えるアフリカの友人達とのつき合いの場があってもいいではな

いかというものです。

マンデラとつけたのは、自由のために粟蕪として南アの牢獄で闘っているネルソン・ロ

リラーラ・マンデラにちなんだもので、私達がアパルトヘイトを存続させている限り、ア

フリカの音楽も．文学も、詩も、展化運動もアパルトヘイトの痛みなく分かち合えないと

いうことを確かめたいと思っているからです。

日東でのアフリカ文化のわかち

合い方は沢山あります。たとえば、

この間、東京ドームで行われた、

アフリカの出演者と観客が100

m以上引き離され、横に拡大され

たスクリーンでしか顔のみえない
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による文化を続けたいと思ってい

ます。またきてね。



ぉたよりから　怨敵朗舶金
8月9日のアンチ・アパルトヘイト南ア女性の日コンサートで歌うこと

になっている豊田勇道です。ニュースレターを読んでいて、たよりを出し

たくなったので書いてみました。

電気ボイコットをしている、ひばりさんの豪でのパーティーと、ニュー

スレター5月号にのった彼女の詩（電気ボイコット日記）がきっかけで一

曲出来ました。もちろん8月9日のコンサートでも歌います。タイトルは

『彼女は電気ポイコッター』。

東京のど真申不思議な人がいる

彼女の家には電気が来ない

電気は来ないが彼女は元気

きっとl韓いを育ててるからだろう

誰にも願いがある彼女の願いは

悪いことをして作った電気は使いたくない（中略）

にトーソクの光身のまわりからのレジスタンス

それは彼女を素直に見せる

南アフリカで今起っていることを

話す時彼女はこぶしを握る

タイの園舎に住んだ日のことを

話す時彼女はきれいになる

燃えるローソク、東京の夜の下

燃えるロ▼ソク、エレクトリック・シティーで（後略）

ひばりさん、くれぐれも火事には気をつけて下さい。電気ポイコッタ一

・ローソクの火でポヤ」という記事も、そんなことをしている人がいると

わかって面白いけれども・・・

1989．5．30．　　チェンマイ　　　豊田　勇造

ニュースレター（NO．12）受け取りました。ありがとうございまし

た。5月6日より18日までの新聞記事を送ります。これが5回臼の発送

になると思うのですが、今までのは無事日太についているでしょうか。も

っと詳しい情報が他のソースより入ってくるとは思いますが．少しは役立

てば幸いです。
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5月11～16日まで、久々に首都ルサカに行ってきました。よい面も

ありますが、どっとつかれがでるところです。

16日にモンゼ（MONZE）に戻ると、その晩カレッジの元校長が亡

くなり、葬式がずっと続いています。昼間はラマ作りや皿洗いの手伝いに

行きますや夜は聖歌隊がやってきて2一一3時間歌っていきます。50～1

00人のひとが毎晩集ります。私も1時間凝毎晩足をはこんでいますが、

家にいても近いので歌声がきこえできます。すきとおった美しい歌声に、

時おり人々の泣き叫ぶ声が入りまじり心が打たれます。それではお元気で。

1989・5．19　　モンゼ（ザンビア）　荒大　美奈子

今年1月、テンマーークのL S A（NatlOnal Cornmlttee E。r Actl。。On S。uth

Afl∧lCaほ訪ねた際、メンバーの1人、ジョン　ハウフェン（Jolln Hallfen）氏

より、メ7セージをいただいたので・紹介させてもらいます。（岩川）

デンマークには　コペンハ…ゲンを含め、17書だ市に反アパルトヘイト地方委員会があ

ります。これら地方委員会は全国委員会と連捜しており、主な狙いとしては、

＊　ANC SACTU（南ア労組会議），及びSWAPO．NUNW（ナミビア労組）

に対する政治的、物質的支援。それに、アパルトヘイト政権を完全に孤立させること．

また・デンマークの人々、特に学校の生徒に対し、南アやナミビアの状況を伝えていく

のも我々の役目です。

同時に、Youth AgalnSt Apartheld（反アパルトヘイト青年委異会）もあり、とりわけ

シェルをはじめとする他国籍企業、及び南アと間わりのあるデンマーク企業に対するキャ

ンペーンを中心に活発に湾勅しています。

青年委扇会は、全国委員会と共同で活動し、また、そのメンバーの多くは、後者のメン

バーでもあります。

デンマークには、ANCとSACTUの事務所があり．各委員会は、両者と良好な関係

日本の反アパルトヘイト運動けなわちJ・A A C）へも、どうかよろしくお伝

えください。
南アフリカ委員会　　ジョン　ハウフェン

帝等囁囁隅おたよ。から
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その他毎週（大）はボイコット委員会、（金）は女性ぐる－ぷが、恵比寿 

百三えにちは！先日のデモではご苦労様でした。初めて行動委員会の方々とお会いできて、 

です。千葉の方の会にも顔を出してみようと思っています。これからも‘‘がんばって力下 


