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7月29日（土）、お茶の水の総評会館でSWApO駐オーストラリア代表ジョー・

カパンダ氏の講韓を中心にした集会を開きました。（P．2参照）この日新発売した

JAACブックレットNO．1「ナミビアの独立」（500円）を、参加者の大多数

の方が購入してくださり、関心が高まりつつあることが感じられました。

SWAPOジョー・カパンダ氏講塀 �2 

日 �ナミビア見聞録・私の見たナミビア アパルトヘイトと闘う黒人女性作家ミリアム・トラーディ �5 7 

南アフリカに手紙を書く会より �11 
南アフリカ女性の日キャンペーン �12 
おたよりから �18 

南ア自由の日に寄せられた南ア青年議会議長からのメッセージ �20 
日商岩井社長への手紙 �21 

次 �ひばりの電気ボイコット・メモ 点字版「アパルトヘイトとニッポン」を作って �21 22 

南アフリカ瞬劇Fサムとハロルド』公暁のお知らせ �23 



独立へむかうナミビア
ーウラン密輸をめくる日本の責任一
7／29SWAPO駐オーストラリア代表ミラヨ∵】　－　カノヾこノうデ氏講演記録

日本反アパルトヘイト委員会の集会に、ようこそおいでくださいました。ナミビアに今

起こっている新しい状況について知り、学びたいと思ってくだきってうれしく思います。

今夜私は、ナミビアが抱えている問題とその政治的見解、現在の状況についてお話したい

と思います。

ナミビアは南アによって75年間も植民地とされてきましたマ南アはアパルトヘイト制

度を導入し、民族・人種によって社会を分封支配するという方法を導入しました。　南ア

はナミビアを独立国家であると主蛮してきましたが∴実際のところは人々が撼らえられて

いるキャンプでしかありません。ナミビアにおいて人々は、政治的・経済的諸権利を奪わ

れ、そして、政胎的決定機関から排除され、植民地政策によって課せられた証明書を持た

なければなりませんでした。国民のほとんどは技術のない労働者でしかありません。そし

て彼らの多くは貧困ライン以下の生活を強いられています。また、職業訓練を受けること

もできません。熟人たちはいわゆるバンツー教育というものを施されます。つまり、黒人

は劣った存在であるということを教えこまれ、悪人の子供たちは白人は社会の支配老であ

り力の源泉であることを受け入れるよう数えこまれます。このような差別や虐めが加えら

れた結果、人々は自らの権利を守り自らの国麦を作るために立ち上がったのです。SWA

PO（南西アフリカ人民綾構）は民族解放組織であり、民族・人種を越えて全てのナミビ

ア人を団結させ、その日清すところは一つの国家とし、民主主義と独立を勝取ることです。

今日ナミビアは非植民地化の最後の段階に近づいています。こうしたことは国民の代表

であるSWAPOによって、回転的な支嬢のもとにすすめられています。この11月に選

挙が行われますが、もし自由で公iEな選挙が行われるならばSWAPOは必ず勝ちます。

ここでこの選挙についてSWApOが抱えている議蘭越についてお話しします。

南ア政府は、SWApOが勝利するのを狂ったように阻止しようとしています。こうい

う状況のなかでSWApOの人達がナミビアに戻るとき持ち込む荷物に制限を加えはじめ

ました。たとえば幸や事務用品。これらは選挙に勝つため必要なものですが、こういった

物を持ち込むことを禁止されています。これと対照的なのが、南ア政府の支援を受け億■

政党ともいうべきDT巌、政府の事を使うこともできますし、TV．ラジオ．新聞を裾

効に使うことができます。SWAPOは同様な権利を行使することができず不利益を被っ

ています。また、白人の保守勢力によってSWAPOが国内で資料配布することもできな

いようにする努力もされています。

もう一つ問題があります。それは、南アはナミビア人でない人達にナミビアの市民権を

与えようとしていることです。つまり．アンゴラから来る集団に選挙人登録をさせようと

車乗しています。また、アパルトヘイト政策を支持する南ア人を募って投票させようと酉

策しています。つまり、南アは植民地システムをそのまま残そうとしているのです。
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今回の来日は、日太反アパルトヘイト委員会と原水禁の招待ですが、来たるべきナミビ

アの選挙においてSWAPOを支援するキャンペーンにも参加することになっています。

ぜひ、JAACのはじめたナミビア支柊資金カンパ・キャンペーンを支えてほしい。それ

がナミビアの人々とSWAPOを支え、世界に平和と民主主義をもたらすことになるナミ

ビアの幾立を発展させるのでご支揺いただきたいと思います。

アパルトヘイトは国連で人類に対する犯罪と指摘されています。ナミビアの独立は、ア

パルトヘイトが存腐しているかぎり充分なものとはなり得ません。従ってぜひアパルトヘ

イトに反対する運動に参加していたたきたいと思います。アパルトヘイト政権に対して、

外交的・経済的関係を絶つように圧力をかけてください。私は黒人だということたけで、

多くの弾圧と辱めを受けてきました。1971年に労働竜を組織して労静争議をはじめ、

それはナミビアの経済を大きくつき動かしました。しかし、ここでは自分史は省略したい

と思います。様々ないやがらせ、辱めそして逮捕の結果、私は国を離れることになりまし

た。国外追放になって12年になります。しかし、政治状況の変換があってこの8月24

日国に帰ります。これから質疑応答に入り、意見交換をしたいと思います。ありがとうご

ざいました。

せDTA－民主ターンハレ同盟。基太路線は親南ア「穏健」派。

質疑応答

Q－①ウランを掘っている状況をくわしく、⑧独立した場合賠償を要求するか＠ウラン

契約を破棄することは可能か、SWAPOはそれをするつもりか

A一ウランの採掛はいま活発に行われている。独立前になるべく多くとってしまおうと

している∴採掘場は金網で囲まれ、24時間体制でガードされている。鉱山の警備体制は

厳重で、経営書によると、テロリストが侵入しないように、ウランが盗まれないようにだ

と説明されている。しかし、皮肉なことに中で働いている黒人の安全は守られていない。

ウランのね末を吸い込まないようにする捨置も、労働着住宅が青天掘りの鉱山からお産を

もろにかぶっても、危険を防ぐ捨置はいっさいとられていない。鉱山労働薯の安全につい

ては、独立した専門家による調査が必要だ∴経営者が言うことをそのまま信じることはで

きない。②について軋国連の布告第一号（注参照）で賠償の対象になる。独立の後には

不正利用がどのくらいのものかが調査されその砂告にもとづいて賠償を要求していくこ

とになる。日東の電力会社の輸入はただちに、今夜にでもやめるべきだ。㊥については、

ウランを輸出しなければ経済的に大変かも知れない。しかし、独立は全てを変えるはずだ。

今は多国語企業の利益が優先されているが、独立後は人々の利益が最優先される。環瞳や

人間に対する影響が考えられるようになる。SWAPOは見直しを行う。

Q－選挙について、選挙権等を具体的に知りたい。

A一選挙権は18才以上の男女にある。選挙権を持つためには市民権が必要で、それは

4年以上住んでいる人に与えられる。全国が一区の比例代表制で仁票に応じて議席を獲得

する。選挙人は67万7千人、人口は120万人です。国連の監視のもとに行われる。選

挙方法は南アが考えたものを国連がよしとしたもので、公正な選挙が行われるには様々な

問題点がある。
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一つはUNTAG（国連ナミビア支様グループ）が人材不足で監視ができないこと。非

軍人スタッフは250人しか居ず、南ア警察が自由に動ける。UNTAGの人員は750

0人必要とされていたのに、4650人に削減されてしまった。

Q一ナミビアの独立を願っている。鉱山労働砦は使い捨てにされているのではないか。

脱原発はナミビア人にとっても利益であると思う。日太人に対してどうしてほしいか明示

してほしい。

A－ウランは国内ではエネルギーとして使っていない。将来SWApOが政権についた

ら見適しをする。ウラン核については軍縮・環境の面からも考えなければいけない。オー

ストラリアの新聞によると∴南アは1400Kmの射程臓を持つ核ミサイルを保覇して

いると言う。南アに国項を撲している国以外でも攻撃できる。

労働老の事故に対しては補償は全くない。例外としてCDMという会社があるが、それ

とても経営者が事故を隠蔽するためかもしれないし、年金も生産性をあけるため早く引退

しなさいという意味で支払われるのかもしれない。貧困組以下の生活をしていても税金は

とられ、それに対する見返りは全くない。失業・退職にも補償はない。

補足説明（上林）

南アには原子力法というものがあって、内部のことを漏らすと禁固刑に処せられる。し

かし、ロッシング鉱山の労働者がフランス航空パイロットに託した手紙、亡命老による証

言、労働組合代表アーサー・カぺレの証言等で．労働着は何も知らされず危険にさらされ、

奄病に犯されている状況が漁れてきている。

桂一1974年、国連ナミビア理事会は「ナミビアの天然資源に関する布

告第一号」を制定した。これはナミビアの天然資源の探索、開発、取引、

加工、消費の全てを禁止するもので、持ち出されたものは国連が押収でき、

かつ、独立後のナミビア政府は損害賠償を請求しうるというもの．

ナミヒ～ア独コ乏：支援キャこノー、こ‾ニ／につし、て「

独立選挙の日が刻々と近づいています。ナミビアの人々がやっとつかみかけた
独立の芽を、みすみす南アフリカに漬させてしまってはなりません。一人でも多
くの皆さんにキャンペーンにご協力いただくよう、心からお願いいたします。
［カンパ】
個人　一口　3000円／団体．一口　10000円（何口でも歓迎します）

［振込先］
郵便振者：14460－17567791

加入者：ナミビア独立支ヰキャンペーン
銀行振込　第一勧業銀行盲万逼支店・普通預金476－1615136

加入者　ナミビア独立支楳キャンペーン・峯隕一一一・
［連絡先】
東京都渋谷区恵比寿4－5－23－306

南部アフリカ間廠研究所・上林気付
ナミビア独立支援キャンペーン・来日太幸務局

t■＆FAX O3－443－9775

京都市左京区田中大堰町109－27　峯方
ナミビア数立支揺キャンペーン・西日太事務局

t■＆FA〉（074－711－4498



昨年九月ひょんなことからナミビアに行ってきました。九月中旬で、丁度南ア軍が撤退

を始めた頃でした．

ヨハネスブルクから飛行機でウイントフクへ行ったのですが、南アの領地ということで、

国内施行として簡単に行けました。クイントフクは首都といっても小さな町でドイツが占

領していた名残りの白亜の建物と花に囲まれた白人の町で、黒人は町のなかには住めなく

て．カツツーラという幸で30分ぐらい行ったところにある居留地に住んでいました。

日曜日にSWAPOと白人のボランティア団体であるNpp（ナミビアピースプラン）

の集会がカツツーラの広場であるというので行ってみました。拡声榛から音楽が流され

それにあわせて歌ったり踊ったり、アイスクリームを売っていたり風船を配ったりで、始

まるまでに3時間という感じでした。オバンポ人が多いということは、女性が布を頭に巻

いてロンクスカートをはくという独特なかっこうをしているのですぐわかりました。集会

が始まると、赤・青・綾のSWAPOカラーの帽子やたすきを身につけた人達がこぶしを

ふりあげて「ナミビアは黒人のものだ。自分達の手に取り戻さなければならない」などと、

演説をしていました。始まってからまた3時間位つづきました。途中疲れたので幸のボン

ネットに座ると、隣に同じようにしていた人がいたのでいろいろ聞いてみました。身なり

がとてもよくて、車も自分のだと言っていました。「ケープタウンから来ていて、初めは

ホテルの仕事をしていたが今は事務の仕裏をしている。南アより給料がよいので夫婦で来

ているが、休みの日には車をとばしてケープタウンまで子供に会いに行く。ある程度お金

をためたら戻るつもりだ。」などと蒸してくれました。広場のはずれで私服の警官が日東

車で来てソニーのビデオで集会の様子をうつしていました。酔っ払いが来て、そのことを

どう思うかと聞いてきたので困っているとSWApOのたすきをかけた人が「酔っ払って

いるから気にするな」と言ってくれました。しかし、ひとことも発しないで車の上からじ

っとビデオをまわしている様子は嫌なものでした。

その暁、南ア風バーベキューをするから来ないかと誘われてNPPの人の家に行きまし

た。門から10分も車でかかるという広い家で、SWAPOの人も来ていました。白人の

人が「ここはもともと黒人の土地だった。でも、自分もここで生まれたので平和に共存し

たいと思っている」と言っていました。翌日、ナミビア新聞社を詔ねたら農人の記桑が

「独立は目の前にあるが、経済的に大変。一緒にやっていこうという白人と共存を目指し

てうまくやっていきたい」と話していました。
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フォルビスベイというナミビア唯一の港で．独立しても南ア領にとどまることになって

いるところに行く途中に、スワコブムントという保養地に寄りました。コテージ風のホテ

ルがあるだけで何もない寒いところなのに．金曜の夜ともなると首超から幸をつらねて自

人達が集って来る様子が見られました。外に向って気椿が開けるところとして集ってくる

ようでした。そこに小さな博物館があり、いかに『土人』を征服したかF植民地化過程』

を模型で示した展示がありました。また、半分位がロッシング鉱山の展示場になっていて、

いかに効率よく掘っているかとか、定期健康検査を行っている様子．白人と黒人が仲よく

笑っている写真等が展示されいかに黒人のためによいことをしているかがこれみよがし

に示されていました。ロゥシング行きのバスツアーも毎日出ているというような案内もあ

りました。

フォルビスベイは甲の基地だけという感じの町でした。よろず犀でジュースを飲んでいる

と海軍の軍人が、「これからパーティーをやる」と言って買い出しに来ました。「日太人

よく見かけるよ。漁業関係の人だよ」というのを聞いて「こんなところにも来ているのか。

日大人てスゴイな」と思いました．庭にポートがある白壁の別荘が海細いにあってフラ

ミンゴが海にいましたが、狩凰景な風の強いところだという印象でした。

次に、アンゴラ国壕に近い南ア軍の基地のあるオシャカチに行きました。10人乗りの

双発飛行機で行ったのですが、到着20分前に急に超低空飛行になりました。SWAPO

ゲリラのレーダーにつかまって攻撃されるからということでしたが．牛がいてマッシュル

ームハウスが少しあるだけで何処にもそれらしい施設は有りません。飛行場から町に入る

と、白人の住むところだけ囲ってありました。そこに事が入るには検問があり、下からも

溝に入った人がチェックするという具合でした。そこに2泊しましたが、家の脇には土ま

が橿んでありそこが防空壕の入口になっているそうです。ほこりっぼくからからの土地で、

6時過ぎには欄の外に出られないなど何もないところにどうして住んでいるのかを聞いて

みると、南ア政府の国策で住んでいるので水道・電気は只、生括権助が出るので「ここに

住むとお金がたまる。長く住むつもりはない。金がたまればおさらばよ」と言ってました。

見要り台がありレーダーやカメラに囲まれて非人間的な生活をしいられる柵の中から一歩

外に出ると、昔ながらのやぎや羊を飼い、井戸で、のんびりとした生活がありました。外

からやってきた白人だけがキリキリとしているようでした。

帰りの飛行機から且たら、月のクレーターのようなものがたくさん見られました。干上

った池のあとで、もう2年も雨が降らないということでした。食料が南アからたくさん入

っている様子とあわせて、独立しても飢えは大丈夫だろうか、内戦もふくめて一亡屈だと患

いました。エチオピア・スーダン・先に独立した国々と同じことが繰り返されなければよ

いがと願う朱特で一杯でした。

（3月のナミビア問題についての学習会での報告を、編集部がまとめたも

のです。報告者は．近いうちにナミビアを再濁したいという希望をお持ち

なので、匪名とさせていただきます。）
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アノヾルトヘイ　トと闘う黒人女性作家
ミ　リアム　ー　トラーディ　用irlan Tlall）

一一一学習会より一一一

去る7月15日（土）、日東反アパルトヘイト女性委員会の佐竹純子さんに、8月に来

日きれるミリアム・トラーディについて、上記のテーマで、南アフリカの歴史と黒人文学

の流れの中で彼女がどのような位置にあるか、年代を追って話していただきました。その

時の話を要約させていただきます。なお、佐竹さんから、拍irla■Tlaliの姓について、

彼女に名前の読み方について問い合わせたら、彼女自身が説明を吹き込んだテープを送っ

ていただいた。それによると、最後の音節は、「リ」ではなく、「ディ」と発音する。こ

れは、ソト語の表記の慣例にしたがった点果であるという。だから、日東語では「トラー

ディ」と表記することにした。】との連銀をいただきましたので、この項はそれに従いま

す。

単単孝平単単
1、1948年、アパルトヘイト政権成立まで

19世紀は、アフリカの諸言語一一ソト語、ズ｝ル十乱　コサ諸一一による文学も記録

されているが、今世紀になって芙詩の文学が出てきた。

1910年、南アフリカ連邦成立

1913年、原住民土地法

この法律は、アフリカ人の土地を今の13％に限定してしまったものですが、この土地

法に反対する形でLアフリカ民族会議（ANC）が出来ている。1916年、ANCの最

初の議長S・T・プラージは土地法に反対する文書を書いている。また、1928年、英

語で書かれた最初の小説、R・R・R・ジョモの「アフリカの悲劇」が出版された。

この頃は、鉱業から工業に移っていく時期で、1933年ジョ′ヽネスバーグでミリアム

・トラーディは生まれた。1940年代には初期の南ア文学の中で重要な人たち、ビータ

ー・エイプラノヽムス、エゼキエル・ムハシェーレなどが、小説あるいは短篇を書いている。

2、1948年から1960年シャープビル虐殺まで

1948年、白人のアラン・べ一トンのrCry the Beloved Country（愛する国よ叫′り

」が出版される。そして、1951年に「ドラム」誌が創刊きれ、アラン・ペートンに反

対する形でジョノヽネスバークのソフィアタウンで、1950年代の窯人文学が形作られて

いく。これがソフィアタウンのルネッサンスと呼ばれるもので、ブローク・モディサネ、

カン・テンノヽなどの作家がいる。ミリアム・トラーディも1950年代、ここで学生生晴

を送っている。

また、ケープタウンの第六地区でも黒人文学の開花がみられ、ジェームズ・マシューズ、

リシャード・リーブ、ヲ・グマなどの作家が出ている。

1950年、集団地域法、その他アパルトヘイト諸法が成立する。

これによって、泉人たちがソフィアタウンからジョハネスパ－グ南西のソウェト（SolIt

－7－



h恥st ToynShlPのl喝）に強みl移住させられた。ANCを中心にこの強制移住に反対し．

バス法に反対し、アパルトヘイト諸法に反対する闘いが高揚していく。1960年、シャ

ープビルの虐殺という形で弾圧がはじまり、冬の時代がはじまる。黒人文学も、ソフィア

タウン、第六地区など萌そのものの崩壊（白人地域に措定され、黒人は縮め出された）に

より、つぶされていく。

1953年、バンツ教育法

1959年、大学教育拡張法

この法律により黒人の行ける大学は限定され．しかも、コサ人はこの大学、カラードは

ここと、黒人、また、カラードと分断される。

ミリアム・トラーディはこの時大学生であり、この法律によって大学を追われた。その

後．タイプと簿記の勉強をして白人の経営する店に事務員として勤めることになる。この

時の体験によって、彼女の第一作、「メトロポリタン店のミュリエル」は書かれることに

なる。

3、1960年以降、冬の時代から、黒人意義運動の出てくる1969年、南アフリカ

学生桟橋（SASO）結成まで

1960年、シャープビルの虐殺から、大弾圧の時代いわゆる冬の時代にはいる。

1963年、出版法

これ以後検閲が厳しくなり、発表の蕪止など作家活動が出来なくなり、ラ・グマ、モデ

イサネ・テンノヽ、マジシ・クネーネ、ベシ一・ヘッドなどたくさんの作家たちが亡命を余

儀なくされた。

悪人意義運動がおこり、1969年南アフリカ学生鵬（SASO）が鈷成され、初代

議長に、スティーブ・ピコ。ちょうど同じ頃、1969年にミリアム・トラーディは自伝

的小説、「メトロポリタン店のミュリエル」を書き上げる。

4、1969年から1976年、ソウェト蜂起まで

黒人意義が発展し、学生にはじまったSASOが黒人共同体の中で鉱がっていく退避で、

黒人人民会議（BpC）が出来て、ピコなどSASOのメンバーたちがその中でも活動し

ていく。

1969年　SASO蕪成

1971年　「政策宣言」（恩人意識の主要）

1970年代、SASOの影響の下、高校生の組織南アフリカ学生運動（SASM）が

結成される。1976年、アフリカーンス語が授業用請としてセカンダリースクールに強

制された時、SASMを中心にソウェト蜂起が計画実行された。そして、ソウェト学生評

議会（SSRC）が出来ていった。

学生からはじまった黒人意義運動は、このように黒人共同体の中に鉱がっていく。ピコ

の主宅である「窯人として生きること、黒人であること、つまり、自分自身であることに

誇りをもとう。」という思想のもとに、義幸教育、子供会あるいは共同購入、いろいろな

家内工業などの指導に女性たちが活躍していく。また、SASOやBpCのメンノヽ－たち

が、黒人意義運動を披けていく詩や演劇活動を行っている。
－8－



浜劇では「ナタール猿劇評議会」のサッツ・ク肌パーなど。「人民実験舶jでの戯曲

「シャンテイ」、また、「ミショティ黒人劇団」のモレフェ・フェト、M・セロテなど。

モレフェ・フユトの煉中記「血d NightFell」の中に、黒人意議運動への弾圧に対して屈

しないエネルギーあふれる様子などが描かれている。

詩については、オズワルド・ムチャーリーの「牛の皮のドラム」、あるいはモンガネ・

セローテの「ヤカリンコモ」、マフイカ・グワラの「ジョリンコモ」などの詩集が出版さ

れている。

女性の作家、詩人について軋グラディス・トーマス、イルヴァ・マッケイなどがいる

が、海外まではあまり知られてこない。ジョイス・シカカーネは、後にジャーナリストと

して活躍する。

さて、1969年に重き上げられた、ミリアム・トラーディの自伝的小説「メトロポリ

タン店のミュリエル」は、ジョハネスハークのラジオ店を舞台にしているが、そこはアパ

ルトヘイトの縮図である。著書は．店内の黒人と白人の関係を鋭く観葉し、特にアフリカ

人労働者の状況を細やかに描いている、また、この小説は黒人意義の出てくる以前の冬の

時代に書かれたものであるが、この中で、作者の分身でもある主人公ミュリエルは、「一

人で抵抗したって、しょせん無駄たわ。」という思いを持ちながらも、白人の女店員と言

い争いをした時に言う、「私は、今の私を誇りにしている。」ということばに黒人意義の

萌芽もみられる。

また、1969年に書き上げられてから完全版が出版されるまでに10年かかっている。

まず、出版社の検閲に対する自主規制のため、大幅な削除を余儀なくされる。次に、南ア

フリカにおける黒人女性の荘：的地位の低さから、黒人女性であるミリアム・トラーディ【ま

出版社と出版契約を結ぶことが出来ない。

他の女性作家について触れておくと、1969年以前に南ア出身のノ二・ジャバプがイ

ギリスで日伝を書いている。ベッシ一・ヘッドはボツワナに亡命したが、1969年第一

作「雨雲の集まる時」を書いている。彼女は、PAC（パンアフリカニスト会議）のメン

バーとして活動していた，また、ロレッタ・ポゴもPACの活動家だったが、イギリスに

亡命後第一作を書きはじめ．1981年第一作「Cross of Gold」を出版している。

5、1976年、ソウェト蜂起以後

1975～85年は、国連女性の10年ということもあって女倒≡の作品の出版が増えて

いる。ジョイス・シカカーネの自伝「ソウェトの窓」、エレン・グズワヨ「Call岬e Wote

n」。このエレン・グズワヨは、この8月来日するエリザベス・モコトングと同じように、

異人共同体のコミュニティ・センターなどで活動していた人です。さらに、カエサレナ・

コナ・マコエレは、ソウニト蜂起にかかわった女性だが、嶽中記Ⅲo Chlld’s play」を

書いている。また，南ア女性の作品集「南の障る時には」なども縫纂されている。

1976年、ソウェト蜂起

1977年、ピコ鎌死

1984年∴家賃値上げ反対隋争
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この時の話が、今年2月来日上浜された南アのミュージカル「アシナマリ」の舞台にな

っている。

1986年、全土に非常事態宣言（現在も解除されていない）

さてミリアム・トラーディは第一作後どのような活動をしていっているのか。ソウェト

蜂起の二年後、1978年「スタッフライダー」が創刊され彼女はこれに作品を老いて

いく。創刊号を飾ったのは、「ゾウェト・ハイジャック」．これは1977年獄死したピ

コの葬式に参加しようとソウェトから女たちがバスツアーを組んで出掛けるが、そのハス

がバスごと苦衷に逮輪されてしまう。その時の嬢中記である。警官に性的暴力を受けそう

になる少女を体を要って救ったり、獄中で女たちがピコの葬儀集会を行ったりという場面

が描かれている。

また、同紙で「ミリアム・トラーディに語るソウェト」という廃で連載インタビューを

担当、ソウェトに生きる黒人たちの声を記録した。彼女は人々の青雲を再現するのが非常

にうまく、これが二作目の小説「アマンドラ」にもひきつがれる。

「アマンドラ」（1980年）は、ソウェト蜂起を摘いた最高の書物である。「アマン

ドラ」では、ソウェトの人々、女も男も、年令や考え方のさまざまな人々が登場する。そ

して、蜂起の発展を正確に伝え、黒人意註運動の流れの中での活動の様子が描かれる。し

かも、会議が駆使されて物語はすすんでいく。これがミリアム・トラーディの描くソウェ

ト蜂起を生き生きとしたものにしている。

ソウェト蜂起は、他にも南アの代表的な作家たちの題材となっている。シフオ・セバム

ラは、国外で武装訓練を受けた戦士がゾウェトに送りこまれるという小説「旋風にのって」

を書いた。また、ムプレロ・ムザマーネは国外にいてソウェト蛙起のニュースを聞き、そ

れを子供時代の体験と鈷びつけ、「ソウェトの子供たち」という三部作の小説を書いた。

モトーピ・ムトロアツェの「ママン・ディヤリラ（母さん、私は泣いている）」、これは

ソウェト蜂起を闘っている女の子が主人公である。だが、いずれの作品も、「アマンドラ」

ほどにはソクエトの住民の全体像を浮かび上らせることはできない。

「アマンドラ」には、男に従喉でなく自立して活動している女たちが描かれるが、それ

は彼女が女として非常に意識的に書いていることを反映している。

彼女は言う。「女は朝起きてすぐ帯のことを考える。男だったら、友人に会いに出かけ

るとか、議書するとか考えるのに。私はそういう習慣を打ち破るために、夫の教育もしな

くてはならなかった」と。今でも女が未を読むことすら嫌がる男がいる。そんな中で、ミ

リアム・トラーディは、女性作意を育てようと自分の家を会合の場所にしたりもした。ま

た、男性作家の描く女性像は「心康しく、母親らしく・・・可愛らしい」ものが多いので、

彼女は出来るだけいろんな女性を描こうとしているという。

1983～84年、反アパルトヘイト闘争が激しくなっていく時期、ミリアム・トラー

ヂィは84年にそれまで老いた短篤、旅行記、彼女が行ったインタビューなどをまとめた

「ミショティ」（シャンガーン帯で「涙」）を出版した。一・作一作がアパルトヘイトに生

きる茎者が、黒人として、女として、流さなければならなかった涙の一粒一粒なのだ。中

l＝ト



には、バンツースタンやレソトへの舷行記もあるが、彼女は出稼ぎ労働制度やアパルトヘ

イトをさらに広い視野で間掬にする。

また、彼女自身が、ソウェトの中に住み、闘争と弾圧の激しくなっていく状況の中で体

験していることを、「ソウェト物語」という短怠業で表現した。（1989年、英国と南

アで同時出版される。）はじめは「メシャラ・カタンピン（沈砂に残した足跡）」という

題を予定していた。つまり、ソウェトで善くというのは、流砂の中で書くようなものとい

う含みである。この作品では、女としての視点がますます明瞭になっている。また彼女とL

これまでずっと英語で書いているが、この作品では彼女の母語であるソト語が最も多く使

われている。

最近、彼女は芝居も書きだしている。また、苦楽と轟などの朗読を組み合わせた、送り

手と聞き手の壁をとっばらうようなパフォーマンスにかかわっている。南アの黒人、特に

女性の場合、なかなか書物を譲めるという状況はないので．こういうことは非常に重要だ

と彼女は言う。

以上のようにミリアム・トラーディは、1960年代後半から、南アの歴史が黒人解放

の力によって大きく変えられていく時期に、著作活動をしてきている。その中に身をおき、

自らも活動しつつ、彼女の黒人として、労働着として、女としての思想や視点も発展して

いる。「この国の変革の過程に参加したいという願いがなければ．私は筆をとることもな

かったと思います」と彼女は言う。

ミリアム・トラーディは、あくまでソウェトの作家である。しかも、そのゾウェトから

南部アフリカ全体の解放をも見る。

このような彼女の視点、彼女が描く世界の大きさ臥アパルトヘイトの撤廃を望む世界

中の人々、特に女性たちの心を強くとらえ、勇気を与えてくれる。彼女は太当の意味で、

偉大な作家である．（文責＝福地　秀子）

匡司　南アに手紙を善く会よ。1区表

英語版のフレンドシゥプクラブニュースが出来ました。2月に出した日

東語版N0．1を、そっくり英語にしたものにF文化交流企函』のご案内・

英・和文を付け加えたものです。

今までに、南アに手紙を書く会の活動に参加してくださった方、寄付を

してくださった方には、7月中にお送りしました。

英文の手紙を書く時はもちろん、子供さんの英語の学習にもいいかもし

れません。

どなたでもご連絡くださればお送りいたします。



WOMENIN THE STRUGGLE AGAINST APARTHEID

アパルトヘイトと　たたかう

SOUTHAFRICAWOMEN’SDAY

アンチ・アパルトヘイトコンサート

㌔豊田勇造！だ慧一言訂豊だAN。

璃農認諾諾法
1989年8月9日㈱　机00PM開場‘：30開演

早稲田奉仕囲セミナーハウス小ホール（03－205－5411）￥1500
新宿区西早稲田2¶3－1

at：WASEDA－HOSHIEN SEMINARHOUSE SMALLllALL

主催アフリカ行動委員会（JAAC－TOEYO）℡03－443－9775

「南アフリカ女性の日」キャンペーン



南アフリカの女たち
8月10日圏東京集会
●12：30pm開場1：00pm開演

●入場無料

●ばしよ：中央区立中央会館

（地下鉄新嘗町、東銀座下車）

中央区銀座2－15－6（℡03－542－8585）

●講演　ミリアム・チャーリ（作家）

エリザベスtモコトング
（南ア・プレトリア教会協議会）

主催．「南ア女性の日」キャンペーン実行委員会

構成母体＝日本反アノ仙トヘイト委集会・庭野平和財団・

日本車リスト教協議会反戸川レトヘイト連絡会



くゲスト　ー　ブロフイ－ル＝＞

〟さグアム・チャーグ（■iriaITlali）ク

1933年、ヨハネスブルグ生まれ。作家。

1950年代、アパルトヘイト法が次々と作られていく

時代に、彼女もヨハネスブルグからソウェトに強制的に

移住させられ、入学した大学では黒人学生が締めだされ
るという体験を持つ。

簿記とタイプを学んだチャーリはヨハネスブルグの店で

働き始める。その体験にもとに書いた『メトロポリタン

のミュリエル（Hurlel at hetropolitan）1969』（邦訳は深水社から今秋刊行予定）

が彼女の最初の作品だが、黒人作家に対する弾圧が傲しさを増していた当時、なかなか出

版社が見つからず（黒人女性は一人前の扱いを受けず，作品が出版されるために夫のサイ
ンが必要だといわれたが、彼女はこれを拒んだという）、1975年にやっと大幅に削除

された版として出版された。後にこれは、ロンドン版ともども発禁になる。1980年に

はソウェト璧起を描いた『アマンドラ』（邦訳は『アマンドラ‥ソウェト蜂起の物語』

として現代企画室から9月に刊行予定）を、今年3月には短黛集『ソウェト物語　5加eto

Stories，London，Pandora PTeSS』（南アフリカ国内では『海沼のなかの足跡Footsteps

irL the Quag：StorleS and Dialogues FroD So腎etO，David Philip Publisher Ltd．』と

いうタイトルでロンドン版と同時発毒された）を発表している。
′7、一一一）■呵二一　でヾ一■、・・′、：一一　しイーこて■J　へこでヽノT」

ク上リザイス・ぞコトング（Eli皿k塊は。t顧
1946年、生まれ。

現在、プレトリアの職業指導センター指導負。
ピータースプルグのモヅェ・マリア学校で学んだ後、

南アフリカ大学で社会学を専攻、同大学院卒業。

結婚相諷カウンセラー資格などをを取得．

過去20年臥教育活軌こ携わってきた。高校で数学を

教えた後、学生の相談員として働き，学生頗争のさなか
ではいつも調停役に立って、学生たちに効果的な学習方法を指導してきた。その努力の結

果、数多くの学生が地方や外周の大学に入学、あるいは卒業することができた。南アフリ

カ大学で、5年間社会学の研究と指導にあたってきたが、いまも外部組織として教師チー

ムを組んでいる。その後、社会的責任の一環を担う会社で仕事をし、その問彼女の指導で、

多くの教育プラン、たとえば識字教育などが実現した。この2年間はプレトリアで、黒人

学生のための正式な指導センターの開設のために奔走してきた。家族は、自然科学者の夫、

アブナ一・モコトングと、18歳、16歳、14歳、11歳の4人の子供がいる。

プレトリア教会協議会の青年女性部長、マメロディ教育フォーラムの議長代理、正義と平

和委員会会員、シャカニサ教育部円の指導員、教育援助計画の指導員鳶理事、プレトリア

散会協議会の運営重点会、地域女性自助グループのメンバーと幅広い活動を行っている。
1986年に一度，日本を訪れたことがある．
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∴∴∴
南アフリカの女たちの勇気と不服従を表す有名な歌は、1956年8月9日に初めて歌わ

れました。FEDSAW（南ア女性連合）のリーダーたちが活動を禁され、国外追放され、

監獄に入れられ、有罪を諌せられ，その結果組軌土沈黙を強いられました。
三十年後、役員とメン′ト「の拘禁や絶え間ない国家のいやがらせにもかかわらず，女た

ちの組織ま新しい形で生まれ変わろうとしています．不当な家賃、生活費の高騰、超送機

関の問題、強制移住、失業、タウンシップ内での響案と軍の常軌不公平な労働条件、そ
して子どもたちの拘禁に対して、女たちは共同体の内部で組織を作って留ってきました。

非常事態宣言下での生活も三年になろうとしています。拘禁と弾圧にもめげず、女たち

は闘いと反撃を掛ナています。女性拘禁者とその家族は、女の生き延びる力と砥杭と組織

力の強さを示してきました。引き続く弾圧は女たちをかつてないほど政治的にしています。

国家の猛攻撃を受けているこの時期を通じて、女性の拘禁は、抵抗を組織する妓女たち

の参加と実践力を示しています。しかし共同体内で女たちが成し遂げたものは大きいのに、

これからも二つの戦線で囲わなければなりません。女たちは仕事場では組織を作り、多く

のストライキの最前線に立ってきました。しかし、組合は女性のためのプログラムの推進

には遅々として乗り気ではなかったし，女にとって重要な問題も取引事項としてしか扱っ

てこなかったのです．

女の問題kLいつも後回しにされてきました。女たちkL家庭に対する責任、因習的な

考えの夫、女であるためにやらなければならないとされる二重の労臥「決して終わるこ

とのない労勒」に妨げられて十分に参加できなかったからです。女たちの共同体内部での

活動は、時間とチャンスが少ないために極めて制限されています。共同体内で女たちは多

数の動貞力を発揮してきたにもかかわらず、女性問題はいまだに解決されていない、そう

女性組織が声を上げているのは，ほとんど克服しがたい半端な問題（とされてきたもの）

に対してでした。極めてまれなケースとして、そのような動員がなされたのは、ボート・

フルフレッドのタウンシップ内で起きた強姦に抗議して女たちが行った在宅ストです。

1980年代には、国中の女性組緒が地域内で親一されていきました．会員は民主的に、

その地域での条件と藷問題に根差した目標を決定してきました。女たちは断固として，女

性同塵は国家の政治的諸問題と切り雄せないものとして考えるべきだと主張したのです。
1987年には、U工）Fの女性会誌が発足し、FEDSAWが再組織され、同時にCOS

ATUの女性部門が作られました。これらの主要な全国組織は、非人種差別主義、非性差

別主義、そして民主主義を基本原理に掲げていて、女性の草の根レヴェルでの参加を推進
しようとしています。そのことは、非常事態宣言の圧政下で生きる歳月が、反アパルトヘ

イトの囲いのなかで、南アフリカの女たちの椿神をけっして鈍らせないことを示している

のです。　　　　　　　『女の場所は年会のなかにはない、闘いのなかにある』より

承ご玖郷、鵬αl■（棚会／棚孟ノカ哲ア朗で
ガ字に度肝ん感芽仁をったCLie50f旭0■仰唖をCJJ∬／珊必虐めの

一身ソリブク彪実りの緻よって、アフグカ行脚会・女留ぐる－．ぷがこの≠ナンペ
ーンの虐めに紛ん，新ん．たブックかグトか占の脚です。
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8月3日　ゲスト、ミリアム・チャーリさんとエリザベス・モコトングさんが成田に到着

4日JAAC，NCC，NPFと打合せ　　モコトング　羽田→千歳

5日　モコトング　札幌集会㌻8pm　札収市教育文化会館　丁乱；011－271‾5821

（3－5p山王苫田ルイ子氏講漬）

主催：「反アパルトヘイト札幌市民集会」実行委員会

連絡先；T臥：01ト664－6216（大野）or Ol1－737－2498（林）

チャーリ　羽田→宮崎

6日　チャーリ　午後　講演会　於：宮崎医科大学［アパルトヘイト下の南ア文学】

（連絡先：玉田昔行　TEL：0985－22－5254）

7日　チャーリ　宮崎→東京

8日　モコトング千歳→羽田

座談会　2－4pm　クレヨンハウス別室　（チャーリ）

記者会見　4：30p『　クレヨンハウス研修室

レセプション　6－8pn　クレヨンハウス　ホール　（会費3、000円）

9日　6－9p】東京コンサート　早稲田奉仕園小ホール（入専科1・500円）

10日12：30－3－3加　東京大集会中央区立中央会館　TⅢ」：03一班2－8585（入場無料）

11日　チャーリ　7－9pm大願集会大阪府立労働センター（T臥：06－942－0001）

連絡先：反アパルトヘイト女性委員会用L：06－997－4537

12日　チャーリ　午前：生野在日韓国朝鮮女性と交流　　午後：交流会

13日　チヤい－リ　新大阪→広島　広島集会　連絡先：082－843－9023（杉本）

モコトング1：30pm一千葉集会　青少年婦人会館丁臥：0472‾87‾1711

連絡先：0436－74－5458（石井）　（参加費　600円）

14日　モコトング1pn－アジア女性フォーラムに参加する可能性有（戸塚乃うム）

15日　モコトング　6－9plアジア女性フォーラム　（山手教会）

連絡先：アジア女性フォーラム実行委員会（T凪・‥03－227－2837森川）

＊下線を引いた部分は、ゲストが参加する集会です。だれでも参加できます。ふるってご

参加ください。詳細は上記の主催者（連絡先）までおたずねください。

＜＝資金カニ／ノヾのお願もヽ＞

今回放、なんとか自力でやり遂げたいと思いノバザーを剛いたり・キャンペーン・グッ
ズを行動委資金で作ったりしてきたのですが、ゲスト2人の決定が予定より大幅に遅れ（

南アとの通信が難行し）、航空運賃が全予算の7割に及びました。そして今、いろいろな

支障をきたすようになっています。ぜひ、みなさんに資金カンパをお酌、します凸
一口、1、000円、何口でも結構です。

r南ア・女性の日キャンペーン」と明記の上下記の郵便振替口座に振り込んでいただけ

たら幸いです。

‡臨毒込先　三　二東京7－182710　南アフリカ髄研究所内



なんといっても、実軌こ「アパルトヘイトと日々闘っている女の人たちに逢いたい、話

を聞きたい」という芦があったからです。それが実現しそうだと耳にして、わが女性ぐる
－ぷの面々は、そのための山のような仕事のことは深く考えずに、カ、腐りして喜んだのも

つかの間、発行する南アとの連絡に苛立ちながらも、今なんとかゲストも決まり、飛行機

のチケットも届いたという知らせを受け取るところまでこぎつけました‥S、－つつ日

盛りだくさんのスケジュールをごらんください。なんだか息つく暇なしという感じ。で

もきっと、たくましく、したたかに生きている彼女たちのことだから、きっと多くの日本

の人々に鋭く、深い声を届けてくれることでしょう。

そういえば、こんな話がありましたっげ．ある夜のこと、このキャンペーンの趣旨のよ

うなものを訊ねられ、いろいろ話していると、最後にその若い男性の質問者がこう言った

のです。rつまり、女性解放ですね」。「うっ！J一晩わたしは絶句しました。rまた

か‥・」と仁恵気などもうとうないのはわかっています。むしろ、それなりの理解を京

しているという点では、好感さえ持てる人だったのですが‥・
「女性解放」などという手垢にまみれた日本語では、たぶん、現在、南アフリカで闘っ

ている女たちの状況を伝えることはできないでしょう。「解放」されてはしいのは、むし

ろあなたがた男たちなんだけれどなあと、その時つくづく思ってしまったのです。あなた

がた男の心の解放がなければ、わたしたち女の解放もないんだ！と。
r男の美学、男の責任」で、知らず知らずにがんじがらめにされて大きくなった人たち．

小さいときから、「00ちゃん、男の子でしょ」「男だったら、ちゃんとしろ！」と父母

や祖父母や教師に言われ続けてきた人たち。父から息子へと伝えられるなにかといっしょ

に、心に，身体に染み込んできた「この日本社会＝男社会J（アパルトヘイトをしっかり

と支えている）を成立させているなたもあか。
一方的に、それが悪いと言うつもりはありません。ただ、このなたもあかに対して意識

的にならなければならない時期に、自らの寄って立つ基盤のようなものの深部に凝問を投

げかける時期にさしかかっているのではないかと思うのです。小学6年生の息子の顔を見

ながら、母親たちもその間題に連座してきたと、わたし自身も日々感じます。
つまり、日本の女たちもまたそういう男たちの存在を許し∴育ててきたという意味で、

責任を負っていると。それはまた、立場を変えれば，女から女へと手洩されてきたなにも

のかをも、同時に検証しなければならないということなのでしょう。

南アの女たちによって、長い尉いのなかで手渡されてきたもののなかに、日本の女に欠

けているものがきっとあると、わたしのなかで囁く声がします。

苛酷なアパルトヘイト体制と囲っている人々と、わたしたちは本当の意味で連帯したい

と磨っています。それは先ず、わたしたち自身の本当の肇や顔を知ることから始めるしか

ないのでしょう。男と女の閉塞は、そのほんの一端にすぎません。この社会のなかの羞劇

と鹿薩ゐ恩恵に光を当てなければ、アパルトヘイト問題は単なる「対岸の火」としての人

権問題に終わるでしょう。これは昨年のアジア・ワークショップで確認されたことでした。

やってくるゲストの声に、ことばに、その姿に、わたしたちはふたたび、励まされ、そ

して多くを学ぶことになるのでしょうか。　　　　　　　　　　（文責：くぼたのぞみ）
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おたよりから　●●●●●●

東京ドームの　AFRICA NIGHT　に感じたこと

高林　敏之

いつもニュースレターを送っていただきありがとうございます。

前号の勝俣氏の文章の中で触れられていた6月30日の東京ドームにおけるAFRICA

NIGHT IN JAPAN。何を隠そう、僕はそれを見に行きました。以下に書くこ

とは、何も僕が言わずともみんな感じていることでしょうが、正直なところ書かずにいら

れないので、書くことにします。

僕はこの催しのチケットを6月29日に大学の学生部で入手しました。しかも、タダで0

それまで僕はこの催しのことを知らなかったのですが、日頃アフリカのアの字も出てこな

いうちの大学で、何でまた学生部がこの手のイベントのチケットをタダでばらまいている

のかいぶかしく思ってはいました。当日、その理由ははっきりしました。とにかく客の入

りはガーラガラ（ライブノ＼ウスなら充分すぎるほどの入りでしょうが、なにせドームです

から・・・・・・）。また、ほとんど中身もないのに1500円もするパンフレットに載っていた大学

関係者の一覧をみると大学トップの名前がズーラズラ。要するにドームが一杯になる見通

しがとてもたたないので、各大学当局にチケットをばらまかせて帳尻を合わせようとした

ということのようです。

あまりだらだらと書く訳にはいかないので、大きな問題点を二つあげます。一つは、勝

俣氏も指摘しておられたことですが、ステージの演奏者と観客の距離があまりに大きいこ

と。何せ、ドーム球場の巨大なアリーナの中はステージ（とDJステージ）がぽつんと置

かれ、少数の大会関係者らしき人がうろうろしているだけ、一般客はフェンスで隔てられ

た観客席に‘隔離’されているわけですから、テレビ大画面を通さないと演奏者の顔も見

えやしない。これでノッチくれとか、「アフリカと日本の友好を深め、相互理解の輪を深

め」（パンフレットにのっていた日本テレビ小林会長の言）てくれといわれても、どだい

無理な話であります（といっても、フェンスぎわで踊りまくっていた一団もいたのです

が）。そもそも演奏者も一般の人も肌がふれるほど近くに集まって歌い踊るのがアフリカ

的なんであって（というより大衆芸能そのものが本来そういうもんじゃないのでしょう

か）、どうせ人も少なかったんだし、みんなアリーナへ出してしまえばよかったんじゃな

いか。こういう催しをドームなんかでやろうという感覚自体とても理解できませんでし

た。

もう一つ、このイベントは「アフリカにオリンピックを」と呼びかけたものなのです

が、なんでオリンピックなのか。オリンピックがどれほどの経済負担を強いるものか我々

は知っています。オリンピックで国威発揚をはかったメキシコが債務地獄に陥っているこ

とも、ソウルで「環境整備のため」として貧民街の人々が家を追われてしまったことも我

々は見ています。オリンピックを開催するには大きなスタジアム、多くの競技施設、選手

村等の建造物を造らねばなりませんし、選手たちの食事も用意しなければなりません。今

のアフリカがそんな金をどこから捻出するのか？このイベントの収入を贈るだけで充分だ

と思っているのか？一見立派なこのスローガンのかげには、オリンピックへの投資（ある

いはODAなどの“援助”）で儲けてやろうという日本企業の利益追求主義が見え隠れし

ています（このイベントにも多くの企業が金を出していることでしょう）。アフリカでオ
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リンピックを開いても、借金をふやし、庶民の家と土地を奪い、「先進国」諸国への従属

をますます深めるだけではないか？薬と金にどっぷりつかったオリンピックなんか呼ぶよ

り、もっと大事なことがあるんじゃないか9こんなイベントを行うことで、日本のアパル

トヘイトへの加担を相殺できるとでも思っているのか？このイベントに協力したアフリカ

25か国の大使館を責めることはできないと思います。この催しを「［l本が世界に先駆け

での一大イベントであり、まさに歴史的な出来事」（小林氏）と呼んで自己満足に浸って

いる日本人・企業・政府の利己主義こそ問題にされるべきでしょう。出演者がどれも素晴

らしかった（と思います。特にエチオピアのオーケストラ）し、スペシャル・ゲストのア

スワドが客が少ないにもかかわらず一生懸命やっていた（あんまり長く演奏するので、レ

ゲエのコンサートを見にきた気分になってしまった位。「マンデラに自由をJとか「南ア

フリカに自由を」と叫んでいた）だけに、すごく残念な思いがしたのでした。

日日▲●●●●

こんにちは。いつもニュースレターなどありがとうございます。私は今度行なわれる市

内の英語弁論大会に学校代表で出場することになりました。スピーチの部で出ます。その

ときに、アパルトヘイトのことについてスピーチをすることにしました。ヘタクソな英語

ですが、この間題の重大さと私の気持ちが、聞いている人に伝わるような精一杯の弁論（
…という程のものでもありませんが）をしてみたいと思います。そのため、今まで1削＼て

きたニュースレターなどを読み直してみました。熊本県の坂本中の－ァパルトヘイトを考

える会”の話、読んで又うらやましくなりました。私の周りの人では、呼かけても11人

も集まらないと患います。興味のない人が多すぎるのかもしれません。

「日本人は、経済の発達は素晴らしいが、世界の政治には一向に目を開かない」という

指摘がありますが、全くその通りだと思います。ですから、私自身、周りの友達にも南ア

フリカのことについて話してみたりしてみようと思います。（話しても、「フーン、そう

なんだ」で済ましてしまう人が多いような気もしますが・・日・・）

そして、“ひばりさん【の電気ボイコット、よく続くなあと感心させられます。今、私

にできるボイコットは南アフリカの輸入品を買わないということくらいしかありません

が、“電気ボイコット一に比べれば簡単なことなので、ずっと続けようと思います。

数々の行動委員会の予定に－つも参加できないことを非常に残念に患います。私も早く

参加できるような歳になりたいです。（速くていけないのもある・・・）。あと、南アフリカ

に手紙を書いてみたいのですが、英語の力はありませんし、どうしたらいいのか分からな

いのですが…。それでは、これからもがんばって下さい。期待しています。さようなら。

埼玉県　　　　　　　岡田　敦子

お元気ですか。おかげ様で私は7月8日に無事ダルエスサラームに着きました。このシー

ズンのタンザニアはさすが南半球だけあって朝晩涼しくとてもすごしやすいです。今は4

人のタンザニア人と同居していて、引越したばかりの家の大そうじをしたり、異物（患っ

たより何でも売っています。種類は少ないが）でばたばたした毎日です。新聞にはやはり

南アの記事が多く出ています。マンデラの誕生日の記事も写真入りででかでかと出ていま

した。落ち着いたらニュースレターにも文を書きたいと思っています。

ダルエスサラーム（タンザここア）　　　　　　金山　麻美
－19－
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反アノヾルトヘイ　トの二支援へのメ　ッセ一三フ

ここに、39周年目の南アフリカフリーダムデーと34周年目のフリーダム・チャーター採

決の記念日によせて、南アフリカ青年議会（SAYCO）の青年たちから、私たちと結束する臼

太の反アパルトヘイト団体に、革命的なあいさつと、心からの称賛を送ります。

ちょうど、軍国主義、ファシズム、ナチズムがそうであったように、南アでのアパルト

ヘイトは、南ア国内外の民主主義と平和を愛する人々の幅広く結束した努力によって打ち

負かされるでしょう。それには、あなたたちの運動も重要な役割を果たしているのです∪

今年度のフリーダム・チャーターの記念日は南ア国内でみても、国際的にみても、とて

も重要な意味を持っています。なぜなら、今、南アフリカでは、アパルトヘイトか、ある

いはすぐにも非人種主義的で民主的な秩序が現実に施行されるか、のとちちかへの権利の

移行が今にも起こりそうだからです。

ここに、敵も、また私たちと私たちの国内外の友人たちも、決心と努力が一点に集中し

ました8この緊急情勢では、全体として民主的な力を明確に必要としています。そしてこ

とさらに・さらに高レベルの国際共同社会が期待され、非人種主義、民主主嵐そして平

和を求めるカへの物質臥外交的、政治軋その他もろもろの支援を必要としています。

南アの青年たちは、あなたがたが私たちとともにこの厳しい状況のもとにあることを決

心してくださったことに敬礼いたします。アパルトヘイト植民主義の罪の世界をなくすた

めに、そして全ての人の人権を守るために、今、共に戦いましょう。

同志　ピーター・R・モカバ

SAYCO議長



日商岩井社長　殿

アフリカ行動委員会代表　牛嶋　保夫

私達は∴この20年臥アパルトヘイト廃絶を目指して困ってきた市民

クループです。

かねてより貴社が南アフリカと貿易をすることで、アパルトヘイト政策

をおしすすめている白人政権を助けていることを、壱慮いたしておりまし

た。

日大の政界は、圧倒的多数を誇った竹下政権でさえリクルートスキャン

タルであっけなく倒れゝ今またセックススキャンダルで宇野政権も大揺れ

になるなど・いままでになく政治倫理が問われています。

私達は、次は企業倫理がきびしく問われる番だと思っています。そして、

貴社にとっての企業倫理の確立とは、南アの真の国民である黒人の77％

が望みゝ国連総会でも漢訳されている経済の全面㈲丑に応ずることをおい

てほかにはないと存じます。
一月に来日されたフランク・チカネ師もゝ『（黒人に対する）罪の意義

たけを感じて、投資を引き上げたり賢太を撤退させたりすることはありま

せん。長期的視野で見れば、これはビジネスとしても有利なことなのです。

なぜなら、我々の勝利は確実だからです。誤った時どちら情に立っていた

か。こちら側に立ってきたとしたら、自由な国になった南アでは日太のビ

ジネスは歓迎されるでしょう』と言っています。

今こそすみやかに、他社にさきがけ経済制裁に参加することを宣言され

るよう心よりおすすめ申し上げます。

1989年6月25日　南ア・フリータムデーデモに際して

う91′げ　仇
ニュースのわずかな余白を乗り取ってのゲリラ版「ひばりの電気ボイコット日記」そ

の4、でございます。先回ヒンケツ日昌己だったため、皆さんからハゲマシの声とお便

りをいただき、どうもありがとう！さてホントは「変なヤツと言われちゃおう」とい

うテーマで書くつもりでしたが、女性の日キャンペーンで頭とカラグが手一杯で、ま

たね。もっちろんボイコット続行中！　SWApOのカバンダ氏に「グレートッ」と

ホメられて（アップッフツ）、東電ボイコット120日目に突入よ。南アの女たちに

あなたも出会って元気になろう！（ひばり）



点字版「アパルトヘイトとニッポン」を作って
江」二　久美子

私は視力障害者の点字書作りをしている一ボランティアです。そして、現在そのボラン
ティアを養成する講座を二か所のカルチャーセンターで開いています。

三か月ほど前、ある盲人の友人から、「アパルトヘイトとニッポン」という小冊子を点

訳してもらえないかという電話がありました。彼女は大変な演劇フアンで、折から来日、

公演中の南アの「アシナマリ」を観に行き、この冊子に出会ったとのことでした。早速、
見せて頂いたところ、表紙が何とも可愛く、第一、大変わかり易くて、これなら誰に荒め
ても読んでもらえそうだと思い、すぐ三十冊を隣人しました。

ボライティア養成講座は一年コースです。丁度、三月に終了した人達がボランティアと

しての第一歩を歩み出すところでした。そこで、二十四名の修了生に修了祝いとしてプレ
ゼントすることにしました。そして、「読み終えたらボランティアの初仕事として点訳し

て下さい。」と、お願いしました。点訳初心者にとって、「アパルトヘイトとニッポン」

は地図やグラフが多く、また、計算したら統計の数字が合わなくて事務局へ問い合わせた

りと、薄い冊子の割りには随分苦労も多かったようです。そして、今、三十冊近い点訳書
が出来上がりつつあります。

周囲の盲人の人達に「今、アパルトヘイトの小冊子を点訳中なんですよ。」といいます
と、「ぜひ読ませて下さい。」と言う人も多く、予約注文も既に何人も来ています。最初

に点訳を頼んできた友人も、「友達の誕生日のプレゼントにしたいので、もう一冊お願い

します。」と、言ってきました。

点訳した人達の中にもアパルトヘイトという言葉すら知らなかった人もたくさんいまし

たが、「アパルトヘイトとニッポン」の点訳に携わらなかったベテランの点訳者の人達の

中からも、「ぜひ読みたいので譲って下さい。」という声が出て、三十冊では足りなくな

り、回し読みして頂きました。
「アパルトヘイトとニッポン」との出会いは思い掛けず、周囲の人々と沢山の盲人の人

達にアパルトヘイトの事を知って頂く良いきっかけを作ってくれました。そして、ただ関

心を持っているだけでなく、何か出来る事をしなくてはと云う思いを一層強くしてくれま
した。

昨年は「まだ、まにあうのなら」という原発の小冊子に出会えたのをきっかけに、原発
の特集を組み、沢山の原発関係の本を点訳しました。そして、大勢の盲人に喜んで頂きま

した。今年はアパルトヘイトに関する本を沢山作りたいと思っています。現在、吉田ルイ

子さんの「南ア・アパルトヘイト共和国」を点訳中です。
点字の世界も近頃では点訳者も増えて、点字図書館にも随分沢山の点訳書が揃っていま

すが、其の実、ベストセラーになった小説等はすぐ手に出来ますが、こうした種類の本は

皆無に等しく、また、盲人にとって、そういう本の存在を知る情報すら大変乏しいのが現

状です。

私たちのグループでは出来るだけこうした種類の本を作り、盲人に多くの情報を提供し
たいと思っています。その為には勿論私達点訳者自身もただ点訳の技術者で終らず、点訳

を通して知り得た事を考え、自分自身の生活も見直していかなければならないと思ってい
ます．

どうぞ、皆様の周りに盲人がいらっしゃいましたら、点訳版「アパルトヘイトとニッポ
ン」をご紹介下さい。

（江上さんから点字版を一周寄貯していただきました。ズックのケースに入っていて、そ

のまま送付できるようになっています。貸し出しをいたしますので、ご希望の方はお知ら

せください。）



南ア＝7　リカ演劇
『サムとノヽロルド』公演の着一矢ロらせ

昨年∴坦入会が公演して好評だった『島』『こんな話』の作者アソル・フガード（AthoI

Fugard）の作品『サムとハロルド』を、今年は俳優座が公辞します。

登場人物臥17才の白人少年ハロルドと中年の黒人サムとウイリーの三人。そこに二度

電話がかかってくることで、白人少年のみじめな現実が浮かび上ります。かろやかなステ

ップで踊るサムに対し、足が悪くて腐ることもできない父親。酔いつぶれた父親を酒場に

迎えに行き、父親を背負ったサムの後ろをトボトポ歩いたみじめき‥・

この父親を南ア白人体制そのものの比喩として、人種差別の論理にたって黒人を踏みつけ

辱めるとき、踏みつけられ雇められるのは当の白人の人間性であるということが見えてく

る一一そんなお芝居です。

ぜひ、大勢の方に見ていただきたい

と思い行動委員会でチケットを取り

扱うことにいたしました。

4000円が3300円（送料込）

になります。ご希望の日時を、03
－443－9775宮野または上林

までご連絡ください。



スケジ、＝L　－　ル

8月　8日（火）6時～8時『レセプション』P．16参照

9日（水）6時半Fコンサート』P．16参照

10日（太）1時『東京集会』p．13参照

日（金）～13日（土）サマーキャンプインあしのこ

海外ゲスト　ジこしリー・マツイーラさん

連絡先　03－806－4840荒川住民ひろば

06－482－8297尼崎住民ひろば

13日（日）1時半～

映画「アマンドラ！マートラ！」

講演「アパルトヘイトと子供たち」

講師：桶庶彰きん
千葉青少年婦人会館（JR西千葉炊下車）

連絡先．0436－74－5458石井さん

15日（火）6時Fアジアの女たちと誇る夕べj P．14参照

9月　2日（土）3時20分『映画と講演』

映画．「アモク」

講演　ジェリー・マツイーラさん

浦和市民会館大ホール（JR浦和厭下車）

問合せ先・048－863－9462あすなろ映画会

アパルトヘイト否！国際美術展埼玉県8月巡回スケジュール

14・15日大宮市／ソニックシティ4F市民ホール
20日坂戸市／千代田公民館
25日所沢市／小手指公民館分館大ホール

26・27日上尾市／コミュニティセンタ‾
28日新座市／東北二三ュ二ティセンター
30日狭山市／狭山市民会館

「ギョエテとは俺のことかとゲーテ言い」と昔の川柳にもあるように、外国人の

なまえを日太字で表わすのは太当に難しいものです。南ア・女性のひキャンペー

ンにお招きしたTlaliさんも、チャーリ・トラーディ・トラーリと二転三転しま

した。録音を聞くとトラーディと聞えますが、こちらから電話をした時トラーデ

ィでは通じずチャーリと言うと通じたそうです。そこで太号では二通りの表記を

使っています。ご了承ください。（高柳）
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