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南アフリカの旅
松島　多恵子

私は10月31∈ほでの約1ケ月半、甫アフリカに滞在し、来日されたことのある南アの人

と、その友人宅を中心に故ちと実生活を大いに楽しむことができました．到着の日に療テ

ルに泊まった以外は、反アパルトヘイト運軌こ従事する黒人、インド人、白人と全て共に

行動。プレトリア郊外の鳥人居住区、ケープタウン、ダーバン、トランスカィ、ボプタツ

ワナ等をまわり、最後の2相聞はソウェトとに「定住」してしまいました。

私のいた9月、10月、もちろん今もそうですが、南アは歴史的な転換期の中で大きく揺

れ動いていました。南アに入った時点（9月5日）では思いも寄らなかった、ウォルター
・シスルら非合法化蛸のリーダーの釈放。あれからはや2ケ月が過ぎようとしています。

きっと今もあちこちで、一気にアパルトヘイト廃絶へ前進しようと、人々の軌、が連日繰

り広げられているにちがいありません。

A N C旋風

r86年頃博」「WClとロにしただけで逮捕されたんだよ」「あのころは本当にみんな口

をつぐんでしまっていたんだJと、ある人は3年前と、蛸C一色にぬりかえられた現在の青

アの空気との違いについてそう言いました∴斎アでは、g月に入ると3万人、4万人とい

った単位で大きなデモが毎日のように行われ始めました．そこでは、点、線、寅の膿Cの旗

がひるがえり、人々はrAmndla！」rLongl19e tbe splrlt O董】elson Mandela！（ネルソ

ン・マンデラの楷神よ永遠なれ）」rVlVa卿CIWC万歳）」と連呼するのです。

ウォルター・シスルらの釈放が、「10月13日？」との噂がながれると、タウンシップの

人々は落ちつきをなくしてそわそわです，その13日、アンドリュー・ムランゲこく釈放さ

れた仙C政治囚）の豪へ行ったのですが、ふだんは、めずらしく日本人がいるというので親

しく帯しかけてくる南アの人も、私には日もくれません。親戚や友人達が何人もかけつけ

てきていて、テーブルを囲んでいたのですが、「みんな、披（ムランゲニ）のことで頭が
一杯で誰も私に話しかけてくれないね」といって、大笑いしたほどです．これらリーダー

達の家の玄関hL青年軋軌こ所属している少年達が交代で一晩中見襲っています。親しい

人や、家の人の許可がおりた人でなければ彼らの豪に入ることはできません。人々kL　も

うすぐかえってくるリーダーの蒙の前で歌いト踊りながら待ち掛ナます。夜の9時、川時

になっても歌はやみません。「タンポ（蛸C議長）がくるそ、ボタ（前大統領）はひっこめJ
「我々の土地を取り戻そう」一一一と，陀争の中で生まれた歌が、次々飛び出すのです。

ウォルター・シスルらは結局10月15日、朝の5時ころ自宅にもどりました。この時、帰

りを待っていた人々は、道路や雑貨屋のまえで眠っていたと言います。こんなにまでして

みんなが会いたいシスルに、私は彼の自宅で堂々と対面してしまいました。いったい、誰

がこの人を、25年間も牢屋に入っていたなどと信じられるでしょう。今まで動けなかっ

た分をとりかえさんばかり、そして四半世紀も耐えぬいた自席にあふれ、シスルはエネル



ギWに満ちていました。

この日、シスルら釈放された政治囚を迎えて、ソウェトで集会が熱狂的な雰囲気の中で

行われました。この時の「コシシケレリアフリカ」は今もえ忘れることができません．南

アにきてから幾度となく歌ったこの歌も（南アの人は私が口ずさむと不息議がったり、感

凛したりします）、この日ばかりはただただ耳を傾けていたいと思いました。こんなに美

しい敵を私は聞いたことがありません。今から思うと、斉唱している人々の表情をカメラ

におさめておけばよかったと思いますが，しかしその時はシャッターの音を響かせて邪魔

する気にはなれませんでした．集会があった教会では、少年達が忽にまでのぼり、イスの

背もたれにまで立つので、人の重みで次々とイスが壊れたくらいです。みんな、リーダー

遠を一日見ようと身を乗り出します。私を世話してくれた夫婦は熱心な地域活動家で、彼
らのおかげでシスルに会うことが出来たのです．この日も、その二人と一緒にいれば間近

で全てのリーダーを見られたでしょうが、私は人々の中に入って一緒に熱気を感じてみた

いと息いました。既に通路までふさがれている教会を迷子のように歩いていると，rここ

においで」といって、何人かの人が私をイスの上に立たせてくれました。シスルらが入場

すると、「あれが我々のリーダー、シスルだよ」と、誇らしげに言い、私を高い所にのせ

てくれて彼らを見ることができるように手伝ってくれるのです。

こんなハッピーなことばかり書くと、みなさんは南アの情勢が一気に好転したとお思い

になるでしょう。しかしまだ、アパルトヘイトは死んだわけではありません。何万人とい

う大規模なデモが公然と行われる背後で、拘禁・逮捕者数は逆に急増しています。シスル

達の釈放前の数日隠、警察はタウンシップを頻繁にパトロールしていて、夜は警察だらけ

で危険だというのでせっかくの外出もキャンセルしたほどです。10月29日、ソウェトのサ

ッカー場で行われたAⅣ礁会も、警察・軍が場外をぐるりと取り因み、常に一触即発の状題

がつきまとっていました．釈放の日から数日たっても興奮の冷めない人々がシスルの豪の

周りでお祝いを続けていたのですが、「いい加減にやめさせろ」と警察がシスル豪を威嚇

していました。本質的なところでは何も変わっていないというのが真実です．どの集会、

デモでも主催者は、「決して警察に我々を攻撃させる理由を与えるな」と人々に呼びかけ、

非暴力の直接行動に徹していました。もうこれ以上の犠牲は出すまい、という人々の固い

決意をもとにした行動がずっと続けられているのです。もちろん今、黒人達にとって上向

きの情勢であることには遠いありません。しかし、彼らはアパルトヘイトがデクラーク手

によって廃絶されようとは思っていません。期待しているのは経済制裁でも、白人に与え

られる自由でもないのです。自分達の闘いでもっと政府にプレッシャーをかけ、自分達の

手で解放を勝ち放ることなのです。

ある南部アフリカ駐在の日本人特派且は、あの程度のパワーではあれだけ強大なアパル

トヘイトシステムを倒すこと出来ない、との見方をしていましたが、そのアパルトヘイト

をますます肥えさせているのは、他ならぬ日本、アメリカ、イギリスなどの先進国なのだ

といういことを思い知って来ました。南アの人がしたたかに紺っても囲っても、それを押

さえつけるように私達はアパルトヘイト体制の維持に存分協力している一一一ということ

はまた来週にでも書きたいと思います一一一のですから．
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人権菱和l一一無矢口と憎妻澤裏

話は多少前後しますが、南アフリカへ向かう飛行機の中で、日本人数人に会いました。

在南ア日本人ビジネスマンの奥さんや家族です。ヨ′疇スデ形■には早朝等いたので，そのうち

の一組の中年夫婦の家で、ホテルにチェックインするまでの数時間を過ごしました、悲し

いかな、そのたった数時間で彼らはアパルトヘイトの7の字も知らないことがわかりまし

た。「ここは日差しがすごく強いんだよ。肌が黒人みたいになっちゃう。」「メイドって

月1万円ちょっとなんだって。安いでしょう。うちも雇おうかな。」街のホテルに里で送

ってもらったときも　rなにここ、黒人ぽっかりじゃない。」rそうなんだよ。街は黒人が

多い刀、らあんまり出ないんだ」（おマエさんたち、いったいここをどこだと思ってんのつ）

といった調子です。
”日本人町〟には行く機会がなかったので他の普通の日本人には会えませんでしたが、

黒人といえば家事労働者しかいない所に住み、外界から道断された白人居住区で暮らして
いれば、この程度の発恋しか出来ないのは無理もないことです。

私は白人ではないので、9月のニュースレターに載っていたクリスティーンのように、

黒人と街を歩いているときに投げた白人の差別的な視線を最初は敏感に感じませんでした。

しかしそれでも、時間が経つにつれて冷静に周りを見ることが出来るようになりました。

ある日、白人居住区を昼間散歩しているとき，ある豪の前を通りがかりました。その時、

番犬が奥から飛び出て来て、私に一声吠えました。でも、「人違いかj　といった感じでま

た奥にもどっていったのですが、その後ですぐ私とスレ違った黒人男性に対しては、今に

も門を食いやぶって出て行きそうな様子で声が枯れんばかりに吠え続けるのです。白人居

住区の番犬は、黒人にはかみつくように訓練されているというのは太当なのかしらと思い、

ぞっとしてしまいました。事実，ジンバブェではr黒人はすぐ強盗に入ったりするからJ

と犬を素数していたポルトガル人にあったのでよけい背傷が寒くなってしまいました。

銀行に両替に行くと、私の前に並んでいた白人男性に対しては冗談を言い合ったりして

普通に応対していた銀行点も、私の時は「なんだこのアジア人は」といった態度でお金を
ほうりなけてよこす始末です。

ダーバンからトランスカイへはバスで6時間かけて行ったのですが、私以外はみな白人

の客でした。ポートエリザベスに観光に行く人たちです。バスに乗るさい、大きな荷物は

預けるのです机列にきちんと並んでいたにもかかわらず、白人の添乗且は私を無視して

荷物を受け取ってくれませんでした。あまり憎らしいのでその人をにらみつけたりしてし

まいました。

ジンバブエやトランスカイなどからヨハネスブルグの空港に戻ってくる時、ソウェトの

人がいつも迎えに来てくれるのですが、私達が本当の親子のように抱き合って、「おかえ

り」とかrただいまJと言っていると、確かに周りの白人は（空港には黒人客はほとんど

いません）奇異の日で私達を見ています。最初はしらんふりしてそこを立ち去って、もう
一度掘り返ってみると、まだ彼らはこちらを眺めています。あの時の冷やかな空気といっ

たら、言葉ではなかなか伝えられません。南アの人は、「それがアパルトヘイトってもの

なんだよJ　といいます。
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＜暗闇のなかに降りて（1）＞
－彦アフリカ搬熟穿（そのβノ－

1恥8年8月5日・～1日】付より

文：ムズィムクル・マルンガ

（訳姓：この記制もニュースレター3、4月号に掲

載されたくおれは鉱夫だった＞の続きで、今雛lに

漬って連軟する予定です）

尉はう【糀隠1加圧180ランド
東ドリーフォンテインの荊4滴坑道のテインバー・シ

ャフトの（桐に入ったときは．地下にもぐるなんて夢に

も考えなかった．

ところが「ビッグ・マシーンJで掘る日が続くにつれ

て‥りカ月l榊ランド（約9．㈱円）の給料‥・自

分が立っている場所より、3、400mも下で働いている鉱

夫のことをまじめに考え始めた．

彼らはわたしの3倍l楓、でいたい暗い切り羽の恐ろ

しき、落石があれば身体がぐしゃぐしゃに洩れるのもわ

かっていたが、それでも気持がそそられた。

詳しく調べてみた．最初，換気譲に行ってみた．地下

坑夫を募集していたからだ。わたしは入ろうかと考えた

が、まずプラントに相ました．彼は見本捌いていて、

わたしの部族代表セイサといっしょだったからだ．r坑

夫として地下にもぐろうなんて患うなよJと枚は言った．

r昇進にえらく時間がかかるし、全然出世出来ないこと

さえあるからなJ

「どうして労胴に行かないんだ？Jと校は訊い

た。「監視係になることだってできんだぜ・・・地下で

やるんなら一番の仕事だよj

その仕事のことはほとんど知らなかった。次の日、謀

に申し出た。労務轍の監娩俵を見ておいた机それ

ほど悪くなさそうだった．謬くことが仕事のようだった．

一週間捜．適性テストに合格した．

一方．わたしは4番坑道にもどった．r安全メショス

（安全機）」をかけるのにも■れたし，マサンドラス

（防護手袋）は自分の手の一触）ようになっていた．チ

ームリーダーの横暴にも馴れっこになった。

「こんなこと、思ってもみなかったなJと、石ころと

轄貯してスコッナで掘りながら，新参者の一人のエリッ

クはきった．「ここはL俺の知るかぎり別所だぜ．

馬のように汀かいて、たったの180ランドなんてlj　信

じられないと∴彼は首を振った．

物軒までコンクリート板の入った手押し車を押して行

きながら．ウイリーはrそんなもんだ也と言った．そ

こには「胞・・白人・・姐お茶のカップを手にし

て立ち、セメントを混ぜている男たちに向かって叫んで

いた。r気を入れて、セメントを混ぜろ＝

ト火もて耶檀蝿
わたしはトイレの盛に引っ込んで．ノ仁膿をどきどきさ

せていた。そこは、わめいたり威したりする組頭やチー

ムリーダーの目を逃れて．一息つける唯一の場所だった．

知らず知らず，東の方を・・自分の家の方角を・・見

ていた．目がじーんとして、頭が灰色の楔だらけの頻を

流れ落ちた．すると何もかも一一醐え去って．意が失

くなったかのようだった．

契然、この区域のチームリーダーで、上役に告げ口を

するので惑細い「カム・トウ・シー」に起こされた

彼にはトイレに行くやつの後を付けるという漢があった。

「ここで何をやってる7　行って働けよ、寝る昭司じゃ

あねえんだぞ」と彼は言った。

結局、ある金曜の午後、われわれ4番シャフトのrラ

イオンズj（r東Jの労鎗蓄杜みんな自分たちをそう呼

んでいた）が仕事を絶えたとき、クロッキング・マシン

がいつもの線から赤に変わった。わたしがカードを差し

込んだときだった．わたしは「パレードJされたという

ことで．つまりテイン′く一・シャフト区齢也当係官に

報告に行かなければならないということだった。

「パレードだJとモコロトロというソトの中子を被っ

た．大きな色の患い男がきった．rマシザの那薮所へ行

け1

7シザ（区域係官）紋．本部の管理職所へ行って．



労棚盃潔を探せと言った，本棚ま涼しくてゆっ

たりしていて、鉱山の他の場所とは大違いだった。上役

が、ポケットに手を入れたまま適格を行ったり来たりし

ていた。わたしが会ったのヒL背の低い中年の男だった

汎彼はわたしの帥ぎったオ〉パーオールと線色から灰

色に変色したヘルメットをちらっと見た。r地下で軌、

たことはあるのか9Jと彼は訊ねた－

「いいえ」

「地下で働くつもりはあるのか？」わたしはちょっと

考えてから「はい」と言った。にっと笑ったが、本気に

していないようだった。rいいだろ」廠後にそう言った。

「明日7時、俺のところに災いJわたしは締かった玖

村しかった。会社で一番群数されるグループの．‾負目

・地下のマバラーネ（欄官）になるんだ，

2日後、初めて地下用具を身につけた。ゴムのブーツ

と「フイギア・ベルト」。鉱夫のランプを吊るすための

ものだ。わたしのランプはマクルスコップという大きな

ランプで、暗闇でも地下の煙の中でも執、光擬を放った．

1番シャフトとrクラッシュ」＝ランプが点いてい

る、「クロック・イン（勤脚】の記録）Jする建物の

こと日に向かって歩いていくとき、ゴム長靴が敷石を

揺すった。わたしはプラ・マックに付いていったqこの

仕邪を14年もやっている男だ。ランプをベルトlこ慈ん

で、シャフトの入口にある門のところまで進んでいった。

みんなこの門をくぐちなければならなかった‥　白人

は別だ。彼らには別にrヨ一口ッ′囁ランプルーム」と

いうのがあった．

守衛がそれぞれの鉱夫の番号とチケットをチェックし

た．（明るいからという理由で、他の鉱夫のランプを盗

むものもいたのだ）。しかし、わたしは特権を搾ったの

だ。「月飴Jになり「マパラーネ」なんだから・・・も

うチケットを持つ必要はなかった。「籠（ケージ）」に

向かって並ぶ列にまっすく歩いていけた，

「ケージ」というのは、でっかい長方形の膿の、

鉱夫が毎月それぞれの深さまで降りるときに乗る乗物の

ことで、灰色に塗ってあった。3つの「デッキ」があり、

まんなかがチームリーダー専用、上と下に「平のJ鉱夫

が乗った．わたしはマス与二寛として，チームリーダー

といっしょに乗ることが許された。そこは上と下ほど混

雑していなかった．主翼孔を覗くと、ロープがケージを

吊るしているのが見えた。自分たちの命を支えている、

その脂ぎった黒いしろものをじっと見た．それから低い

声が聞こえてきた。プラ・タポの声だった。r死にやし

ないさ、震えるなってj

プラ・タポは30過ぎのほっそりした男で、ケージの

なかでも、監視係の堀所でもひときわ曹瀾かった。

この誹の親車扱で，ナンバー3だった。すべての粛蜜に

責任があって、労癌調査陳の上役（白人）に報告するの

カ1l：邪だった。

下に降りる欄だった．発着係（ケージ減全に動く

ノ▲、t←J

l、
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よう定位置にあるかどうかチェックする）が，ケージの

ドアより1mほど離れたところにある電子ボックスにキ

ーを差し込むと、ボックスのライトが赤から緑に変わっ

て、また赤になった，ケージが数千メートルのシャフト

を垂直に降りていくとき、わたしは急降下する麿を思い

浮かべた。

肺が輔吊りになって・・・自分の口から肝亡きそうな

感じがした。鼻が塞がり∴耳は奇妙な電気の力で栓をさ

れたようだった。ケージの車輪が、メイン・シャフトの

慮深部から上がってくる垂直な軌道綱を操すってたてる

音以外、なにも聞こえなかった．なんとかHのなかに唾

をためようとしたゥヘッドランプが、険しい顔を流れ落

ちる汗を照らしていた．

脳髄臓鞠始終勒M髄凱
4分後．目的地に老いた。地下1．4mmの14レベル

だ。他の鉱夫たちはもっと下まで行く。

そこでわたしは労鼎査課の監視係が何をやるのか、

わかり始めた。他の労働者ガ聞くのを監視して、会社に

詳しく報告する役だった．「移脚批」をやること

になっていた．日勤の労勝者が、⊥4レベルから地表に

出るのにどのくらいけ却8がかかるかを斜べるのだ．

1番サブ・シャフトか人々を飲み込み．と何時に吐き

出す，午後勤務の者が入り，日勤の者が出る．地下の1

番シャフトに乱000人、2番シャフトには5．0Ⅸ〉人．

ケージを降りると∴右耳と鼻の栓がとれた．どこから

かありがたい力が働いたようだ。左耳はそううまくはい

かなくて、3時相も詰まったままだった。

ひどく明るいライトがその場を照らしていた。しかし

票のような侯のなかだった＝・14レベルは鉱夫の肺

を詰まらせるので有名だった．メイン・シャフトの門に

は絶えず、帰りのケージを待つ労勝者の列ができていた．

チームリーダーと技満車は胆の列に並んでいた。

到着すると、監視係が他の鉱夫からどう呼ばれている

か初めてわかった。機械工が「黒白人がやってきたぞ、

気をつけろ！jと叫んだのだ。

「轍絨工kLやけに喧華っばやいやつで、やつらが喜

ぶことばかり言ってるんだ」すし詰めのケージのなかに

なんとか進みながら、プラ・タポは言った。rでも本気

にするなよな」とも言った。

着いてみると、ちょうど新人淵を引き継いだところ

だった．ダン・エラスムスという男で、切り羽に監査係

を削り当てる化斬まいいけれど．自分ではそこへ行った

ことはないということだった。

エラスムスの下で最初にやった楓ま．rエミュライ

ト」爆薬の有効性テストだった。毎口．岩面を僻する

のに使われてるが，頭痛を引き起こすといわれる古い爆

薬の「ダイナゲルjと放り換えることになっていた。

われわれ8人は、2番シャフトのメイン・リーフ（主

鉱脈）西30列、20レベル，2番切り羽－22／30

へエミュライトの有効性の鮫に行った。3番切り羽

と、まだダイナゲルが使われている4番切り羽を比較す

るのだ。

降りる前に、白人の上司のシェーバーズが．rあいつ

に泳ぎ方を教えてやるんだ」と先縦の鰯に言った。

あいつとはわたしのことだった。「泳ぐJというの軋

これからみんな稔入りにかく恐ろしい汗のことだとい

うのがわかった。

シコ仁一パーズもいっしょに降りることになっていた．

6時に、最後の愚人組‥「サービス係」といって、わ

ノ寧少を月毎、Jやつ仁詠野を射て‾やれJと丘人傭っ．た。



れわれ同鼠採舷労働者ではない日といっしょにr降　■

芸㌫慧芸墓誌慧三讐慧宗主誓、盲
発色いヘルメットが押し合いへし合いしていた．’7．．∴∴・・・：！

止めようともしなかった・‥とても不服だったのだ∴！

22レベルで軋　2護シャフトの熱気と混雉に迎えら　戸

れた．牽引境（ホーリッ幻を進んでいくと、いきなり

－　∴．1　－∴

とすると．オーバーオー／レが大きく後ろに膨らんだ．日　ぎ

を閉じていても同じだったかもしれない、それほど昭か

った。

地下列座はLどうみても気の狂った運転手によって運

転されていた．大騒音をたてて列増がやってくるたびに，

われわれは壁に振られたくぼみの鼎所を求めて走っ

た。警報のベルを鳴らす運転手もいたが、鳴らさないの

もいたt眉詰まるようなティーゼ／いエンジンの組ガ

スカ、坑道に5分間も磨った。

熱くぬかるんだ牽引杭を急ぎ足で20分も歩いていく

と，待合所に料、た。それから、金が険阪されている場

所に続く梯子を至っていく前に、10分休んだ。すでに

唸りをあげるドリルの旨が椰こえていた．

切り羽への通路、「旅行道」なるものを上がっていき、

3番パネルのr擁臨誰（ストライク・ガリー）　にに　者

努柳平組磨㈱－の（パ寅〝／仁：か〝ぶれ
チタフ皆で讃お好占カて1－8．＿珊′ち・クカ至支謹てい石．

した。スクレイパー（引っかくようにして採鉱する機械）

が溝のなかで原鉱を梓川取っていた。わたしは．シェー

バーズが言ったように、本当に「泳いでjいた．訓mほ

ど違って進み．ぶちさがる鋭い石で背中を引っかきなが

ら、やっと農先塩のパネルに着いた。

睨工が、ほとんど撫でドリルを使って1砦面と格闘

していた。」二宮のチームリーダーが、機械の騒音に負け

ずに叫びながら．ときどき彼らの仕事の進み具合をチェ

ックしていた，「発破をかけたいんだから、早くしろ！」

つづく

（訳：くぼたのぞみ）

Jfaffrider甜うう（V。1．8恥．2．1細より）＿

最近とどいた肘摘r諸の目次に．竹，i喝Ih亡‾というタイトル槻ら

れる。今年（l渕9年）3月、ピーターマリッパークでの降任を皮切りに、5月はケ
ープタウン、6月はウィッツ大学（ヨノヽネスプルク近郊）、7月はゾウ工トと巡回

した写真展のタイトルである。南ア国内の衝撃的な写真を提供し掛ナている写真

家集団h血可血のメンバーであるフォト・ジャーナリスト∴ボール・ワインバ
ーグ（白人）とサンツ・モフォケング偵私人）の2人険のことだ。

ステロタイプ化されやすい白人と黒人という2つののレープの生活と現実を、

2人のフォト・ジャーナリストがそれぞれの育った故郷に締り．そこに暮らす人

々の写真を撮ることで明らかにしようという試みのようだ．カメラを手にしなが

ら係わっそきた2人の人間が、もう一度それぞれの咽分探し」を行っているよ

うに思えるが、それがグループとしての人々にしっかりつながっていることが興

味深い。

・
雨
斗
し
箆
鮒
瓜

．
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JAAC全国合宿に参加して
H－1r‾†「†▲キl「

「皆さんの話を聴いて、今後の私の活力にしたいと思います。」

「私は、差別という問題を深く掘り下げて考えていきたい。」

「ポクは、中学までいわゆるエリート教育を受けて来たのだけど、とても疲れてしまっ

て・・・・・・。そんなポクが・・・。」

などという、それぞれのつぶやき、こだわりが参加者一人ひとりの口から語られるとこ

ろから今年の全国合宿はスタートしました。

1980年代最後の全国合宿が11月2日、3日、4日の2泊3に渡って大阪の十三で

開かれました。会場準備は大阪こむらどが、そして内容企画は東京のアフリカ行動委員会

が担当し、全国のJAACのメンバー30名程が参加しました。ここでは、今合宿の企画

の意図するところ、そして、当日3日間の活動内容について報告したいと思います。

まず合宿を行なうに当たって、どのようなイメージにするかということから始めなけれ

ばなりませんでした。東京の行動委員会からは例年何人かのメンバーが参加してきました

が、比較的長年活動してきた人が多く、新しく活動に参加したメンバーは、今一つ積極的

に参加しないできたというのが現状でした。かくいう僕も、初参加組の一人なのですが、

その僕が企画原案を作成するということになってしまったのです。経験は無いし、知恵も

無い、おまけに金も無いしという3拍子そろっている人間が立てた企画案は、次のような

ものでした。

①メインイメージとして参加者全員に語ってもらいたい。題して『何でこんな運動をして

いるのか。』

（塾いくつかのグループに分かれての分科会形式で討議して、国内のネットワーク作りをし

たい。

（診JAAC以外の人の活動を通して反アパルトヘイト、人権等に関する話しをしてもらい

そのうえで共通の問題を討議したい。（これは、金　成日さんとジェリー・ヨコタさん

が快く引き受けてくれました。）

このような企画案を考えたのは、例年、合宿というものが、南アの情勢分析、もしくは

運動の調整会議的なものが軽く、何か専門者会議のようになってしまったら、初心者の僕

なんかは、ただ皆さんの意見を聞いてくるだけで終わってしまうのではないかと思ったか

らです。（これは僕の偏見であると思いますが。）ですから、参加者一人ひとりが今の状

況を語り、こだわり等を語ることによって、運動が普通のおじさん、おばさん、お兄ちゃ

ん、お姉ちゃんの関われるものになっていければという思いだったのです。

初日の11月2日。この日は平日ということもあって、各地のメンバーは仕事を終えて

集まるということで、夜の10時頃になってやっと揃ったという次第でした。もうすでに

軽く一杯入っている人もいて、今夜は同窓会的雰囲気で終ってしまうかと思われた時、「

全国規約のことについて話しておかへんか」という誰かの声がきっかけとなり、一瞬にし

て会場は緊張感みなぎる激論の場となっていきました。「JAAC全国規約」なるものは



大阪の下垣さんが叩き台として提出したもので、10数項目からなる実務的な確認事項で

した。

多くの項目は‾ぉ約束”的なものだったが、2～3の点で問題が握起されました。細か

い点までここでは書きませんが、「規約が前面に出ると組織的になってしまい、JAAC

の運動形態としては違った方向に行ってしまうのではないか」という疑問が出されたので

す。それに対して「これは連動を規制するためのものではなくて、事務的な応対の時に必

要なものである」という意見が出され、議論の上、いくつかの修正案が出て、言葉の点で

練り直すということでひとまず決着がついたような次第です。この議論が深夜2時過ぎま

で続き翌日の討議にさしさわるのではと思ったのですが、そんな不安を吹き飛ばすような

進行になっていったのが、冒頭に書いたような語りで始まった今合宿のメインテーマ『な

ぜ、こんな運動をしているのか』の幕開きだったのです。

朝9時半から始まった2日目の語り合いは、＋一一人が10分、15分と自分のこと、反ア

パルトヘイト運動との出会い、職場のことなどを語り、参加者全員が語り終えたのは3時

半頃になっていました。「こんな合宿、今までにないで」とか、「そんなに皆がしゃべる

んやったら、オレもしゃべらなあかんな」などという声があちこちから出て、この語りの

場はとてもいい雰囲気で進んでいきました。

この後、松戸の福本さんからの問題提起にも、みんなそれぞれの立場で活発な議論がな

され、長時間にわたった割りには疲れも見えず、実に充実した一日でした。

3日目は、大阪で長年にわたり指紋押捺拒否運動や、反原発運動を展開している金成日

さんと、アメリカで、そして日本でも様々な市民運動に関わってきたジェリー・ヨコタさ

んに独自の運動の体験談を語ってもらい、また、その中で日本の組織運動に対する批判、

疑問等が提出され、それに対して参加者も応えるという熱気のこもった討論会となりまし

た。

以上のような経過で行なわれた全国合宿も昼過ぎに終わり、心地よい疲れと、爽やかな

出会いをお土産に各地のメンバーは大阪を後にしました。

3日間を通して行なわれた合宿では、討議し決議するというような場面はなく、それぞ

れの想い、こだわりを語っただけだったかもしれません。しかし、各参加者、とりわけ初

めて参加したメンバーにとっては実りの多かった3日間だったのではないでしょうか。僕

自身、運動がより身近なことに思えてきました。かといって手放しで喜んでばかりいられ

ないことも事実です。何人かの参加者からも、「きっちりとした反アパルトヘイト運動の

展開について討議することも必要だ」という意見も出されました。その通りだと思いま

す。今後、そういう問題に取組む為にも、今回の合宿を足場にして一歩一歩、歩んでいき

たいと思います。

今年の合宿が終わったばかりで来年のことを言うのは早過ぎる感がしますが、来年の全

国合宿は北海道でやることになりました。（大野さん、よろしくお願いします。）多くの

方の参加を期待します。

尚、会場準備、会計等、多くの面でご尽力下さいました下垣さん、どうもありがとうご

ざいました。紙面を借りてお礼の言葉を言わせてもらいます。

それでは全国の皆さん、来年は北海道で会いましょう。
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ll南アフリカに手紙を書く会鮎

r‥ニ∴：ノ‾－、′二一・ノノ・、〇・ノ

今回、政治因の家族の名前と住所（刑務所宛の場合もあります）の一部をニュースと一

緒にお送りしました。

このリス　トらこ載ってしヽる人らこ：ク　リスマス　ー
プ5－　ドを送一つて下さレ→0

特に、学校の先生や教会のメンバーの方は、生徒さんたちや子供のグループと「緒にク

リスマスカードを出していただきたいと思います。

なお、日本から南アまで航空便で7～10日かかりますから、今すぐに投函してもクリ

スマス後に届くかもしれません。しかし、新年の祝いも兼ねるわけですから、「もう遅い

や」と思わないで、どんどん出して下さい。

☆南ア社会の状況を考えて、「アンチ・アパルトヘイト」の文字の入ったカードは使用し

ないようお願いします．

′・感
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睦アフリカに手紙を書く会！l

ク　リスマス　ー　カー　ドの送り　プラ

讐ン認；慧鑑lP認㌧e三…祭三一19ヲ群，

苗字。封筒の上に、個人の名前を壱かすに．下のように書いてください。

The THABO FAh工1Y

その下に住所をこのように書いて下さい。

p．0．：Box　20

でshaulu O970

Slbasa，Venda．

℡ransvaal．Sout】〕AfrlCa

括弧の中はその豪族の拘禁されている、または刑を受けている　etberが

いつから、何年の刑になるかということです。これはカードの中では触れ

なくてもよいです（現状がわからないので）。そして、クリスマス・カー

ドの中のあいさつは次のようにSTART．

TO TIIE THABO FAHIIY

あいさつの文章の中には．まずCHRISTMASのおめでたい言葉。そして自分

の紹介（やはりこのところをうまく、面白く書くことで返事をひきだせる

のではないでしょうか）。最後に新年のあいさつがよいでしょう。一番簡

単な例は以下の通りです。

TO THE THABO FAM王もY

鮎ⅦⅣC胴IST鮎S FRO甘JAPA軋

WE ARE TH川XII柑OF TOU AT TIllS

SPECIAL T川E OF YEAR，AND HOPE

YOU ARE ALL F川丘．

8EST甲IS此S FOR mE　腔V YEAll．

FROy TIIE TAl仏KA●s

t

あなたの名前
できるだけいろいろなアイデアをいかして、面白い　CHRISTyAS CARD　を

送りましょう。たとえば、写真、折紙作品を同封するとか、自分の似顔絵

を抱くとか、日太のことを面白く善くなど。これはなによりも、CULTURE

のぶつかりあいなので．楽しい気特でやりましょう！



瞳ども重畳封l

第3回子ども委員会より

しばらく中斬していた「子ども委旦会」のミーティングが、12月2日土曜日の夕方か

ら開かれました。今回の会合では、まず南アから帰国して間もない松島多恵子さんから報

告してもらい、それを受けて私たちに何ができるのか具体的な行動への話し合いがされま

した。出席者は、古田、須関、菊地、福地、丸橋、牛鴨、船越というメンバーでした。松

島さんからは、「黒人の子どもがただで受けられるものはなく、施設がまずない。幼稚

園、小学校の年代では学校へ行けない問題があり、行ける子たちも中学ぐらいになると半

分はやめてしまう。十代後半からの子供が拘禁されないことはなく、拘禁の数は増えてい

る。そして、一度に何十人も逮捕され、何日も勾留される。最近、ANCのメンバ【の釈

放があったが状況が良くなっているわけではなく、夜は警察だらけで、拘禁者の数などは

うなぎのぼり。」と南アの現況の話がありました。

次に、私たちが運動を進めていくうえでつながっていく現地の組織が問題となりまし

た。「SACC（南ア教会協議会）は大きすぎる。FEDTRAW（トランスバール女性

連合）の就学前教育、反人種差別教育は日本の教育とも関わりあえる。FE】〕TRAWな

んかと付き合っていくのはかえって楽だが、人間的なものが入っていけない組織の大きさ

がある。スラムの子どもたちや、社会から孤立して援助なくしてやっている人たち、松島

さんが見てきたFarm SchoolL農場主が自分の手下になる黒人を育てている）などとつなが

りが持てたらいいのだが……。j

このような話の中で、須開さんがより現実的な提案をしてくれました。それは、南アに

はたらきかける前に、個人レベルで日本の中で共感を持って活動してくれる人を増やすこ

と、つまり、日本側の核になる学校をつくっていこう、ということでした。すぐに具体的

な学校名まで挙がりました。南アでは、運動が地域、地域に自立しているために、組織が

名前だけ変えて存続していくという醒さがあります。「キャラバンをつくって学校とかに

押しかけて行けば、時間と場所を作ってくれる。すぐ動き出そう。そうすればいろんな疑

問がわいてくる。大きな集会やお金じゃなくて、そこに居る人たちも何かやり始めるよう

なface to faceのキャラバンをやろう。そして、南アの子どもたちの『～になりたい』

『～したい』という希望に、逆に希望がない日本の子どもが励まされるような付き合い

をしたい。日本の閉ざされた子どもたちが南アの子どもに援助されるというような関係を

作っていきたい。」と、一気に話が盛り上がりました。

25歳にもなって未だ自立ができていない僕が、この活動に関わるポイントがここにあ

ります。僕自身が何かを吹っ切れるようなインパクトを得たいと思っています。

最後に、呼びかけていく際に名刺代わりになる簡単なパンフレット作成の編集長を松島

さん、編集委員に福地さんと丸橋さん、そして、南アとの連絡窓口を牛噂さんと松島さん

が担当することを決めて菓となりました。そのまま、事務所で飲み会となりましたが、牛

噂さんが作ってくれた熱いおでんと大根の漬物がとてもおいしかったです。

子ども委鼻会は、毎月第一、第三土曜日に定期的に恵比寿の事務所で開くことになりま

した。おもしろくなってきましたので、ちょっとのぞいてみてください。次回は12月

16日4時からです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（船越正一）
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『訂コット小撃劃

合宿・ボイコット分科会、その後

11月2～4日、大阪で全国合宿が行なわれ、3日の夜には各分科会が開かれました。

その中で、ボイコット分科会では次のようなことが話し合われました。

前々から、全国の各グループが連絡を取り合って、企業への抗議行動やボイコットを協

力していくことができないだろうかと模索していたのですが、合宿という顔の見える話し

合いの機会を得て、全国ネットワークを作り、毎月一回ぐらいの割りで連絡を取り合いな

がら行動していこうと意志の確認ができました。

これから、新しい動きが作っていけるのではないかと期待されます。

熊本の砂野さんから、ボイコットなどの行動はだらだらやっていても効果がないから、新

聞を区切って集中してやっていこう、又、大阪ドルメンの金さんから、ビラまいた、何を

したと自己満足で終るのではなく、相手にインパクトを与える方法を創造していった方が

よい等、貴重な意見が出されました。

そして、さっそく動きが出てきました。

1京都の神野さんから連絡がはいりました。東京・青山にあるワールド・ゴールド・カ

ウンシル（日本における金の販売促進のための業界組織であるらしい）の本部、オース

トラリアのメルボルンで、11月30日、株主総会があり、オーストラリアの反アパル

トヘイトグループはデモと抗議をするが、日本でも何かやれないかと要請が来ていると

いうことです。

これについては、準備期間が短かったことと、ワールド・ゴールド・カウンシルがど

んな組織で何をしているのか全く分からなくて、全国に呼びかけることが出来ませんで

した。が、アフリカ行動委員会として、その組織のある新青山ビルの前で、「アパルト
ヘイトを支える金をボイコットしようl」のビラをまき、公開質問状の準備をしていま

す。
2．次に、「ごめんだアパルトヘイト・神戸の会」から、全国への呼びかけがありました

。現在、日本の砂糖の20％は南ア産の砂糖であり、全製糖会社が南アから砂糖を輸入

している。これに抗議し、12月4～10日の人権週間に砂糖をボイコットし、製糖工

業会会長あてに抗議ハガキを出そうという要請です。

これには対応していきたいと、顔を合わせた人に呼びかけています。さらに、このニ

ュースレターを読まれた方も、次の住所に抗議ノ＼ガキと、神戸の会への賛同のハガキを

出して下さい。

抗議ヲ己　　〒102　東京都千代田区三番町5－7
聾基糖コ二葉会会長　宇宙永育巨男殿

賛同先　　〒654－01神戸市須磨区横尾6－3－26－501
「ごめんだアノヾルトヘイ　ト・神戸の会」

これからも、このような形でさまざまな行動を広げていきたいと考えています。ぜひ、

ご協力とアイデアもお寄せ下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　（福地秀子）
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頼イコット小委員封l

「私たちに今、何ができるか」
去る11月25日（土）、疑鳥公民館主催の市民講座「アフリカの声」の1コマとして、「乱

たちに今何ができるか」をテーマに、ボイコット小委員会のメンバー7人（藤井一矢野・

鈴木（三卜舟超一石村・宮野・福地）が、講師として参加した。講座の参加者は約30人。外部
の人の前で話をするという初体験に皆緊張したが、終わった後のビールはおいしかったI

最初20分ぐらい∴藤井さんが、南アのアパルトヘイトと日本での金、プラチナ、ダイヤ

のボイコットの関係について話し、それから、3つのグループに別れて話し合った。

◎藤井さんの話の内容
1粥7年9月、ジンバブエのハラレで、アパルトヘイト下の愚人の子供たちの状況に関す

る国際会議が討かれた。世界35ヶ臥150団体500人の参加があり、南アの子供たちの悲惨

な状況が報告された。
1984年から2年間に、アパルトヘイト下で300人の子供が殺され、1100人の子供が負傷し、

1万7000人の子供が裁判を受‡ナずに拘留され、17万数千人の子供が裁判を受lナずに留置さ

れている。

その子供たちは、7、－18才の子供であり、大人と同じように電気ショックなどの拷問を

受け、肉体だけでなく、精神障青などの後連症の残る子供も多いということである。

アパルトヘイトとは、南アの人口の70％を占める黒人を隔蔽し、差別することであり、

彼らを国土の13％のホームランドに押し込め、外国人出稼ぎ労患者として、何の権利も与

えず働かせることである∴更に、都市に出た両親と離れ離れに暮らす子供たちは、放って
おかれることになる。

学校教育の中で、英語ではなくアフリカーナ語を強要しようとした政府に反対して、子

供たちが立ち上がった1974年のソエト蜂起に大人たちも勇気づけちれ、黒人の権利に目覚
めていった。

そして「アパルトヘイトは人，削こ対する犯罪である」との国連の決議が出ると、欧米の

市民運動は、経済制裁を政府、企業に要求していく。アメリカでは、19湘年代、市民運動
が盛んになり、1984年、反アパルトヘイト包括法が成立し、200社が甫アから撤退し、南ア

との貿易が出来なくなった。

その間像に、日本企業が進出し、1987年、日本は南アとの貿易額世界一となり、国連か

ら、名指しで非難決議が出されるに至る。そこで、日本政府、企業は、第3国経由で輸入

するという手段を使い、昨年、1988年には西独、第1位、日本は第2位ということになった。

しかし、これは＿実質的には、南アとの貿易は維持しているということにしかならない。

さて、この貿易額の中で、金、プラチナ、ダイヤが金額的にも最も多く、南アからの輸出
の47％を占めている。この収益は、アパルトヘイト維持のための軍、警察に使われ、国家

財政の20％にものぼる。

日本では最近、投資、宝飾用として、金、プラチナ、ダイヤの斎嗣匿が、うなぎのぼりで、

宣伝も華やかで、買う人も増えている。そして、このことは、アパルトヘイト体制の土台

を支え、いつまでもアパルトヘイトを終わらせないということになるのである．日本では、

国も企業も、口ではアパルトヘイトに反対と言うが、本気で撤退する意志はない。
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詣罰亀池トト巨魁冒

そこで、今、市民として∴私たちに出来ることは、金、プラチナ、ダイヤを買わないと

言うことである。

金については、イギリス、西独を適して輸入しているが、その元は南ア産である。

最後に、今、私たち市民の出来る経済制裁として5つのことを提案する。
1　まず私たち自身が買わない。

2　政府にたいして抗議していく。

3　南アと取引関係のある企業にたいして、抗議していく。

4　売っている店に抗議する。

5・身近な人と、アパルトヘイトを支える金を買わないように話し合う。

◎3つのグループに分かれて話し合う。

石村さんと私との参加したグループでは、戦争をくぐりぬけて子供を育ててきた明治生

まれの女の人が2人、戦争体験のある男の人1人など、人生経験豊かな人たちの話に圧倒

されてしまった．

しかし、戦争の体験から、平和を、そして差別の無い社会を求められていることがよく

わかる。

しかし、経済制箋如こついては、やはり、失業して一番苦しむのは窯人たちではないかと
いう疑同を出す人が、何人かいた。

窯人たちは、経済制裁によって苦しんでいるのではなく、アパルトヘイトによって苦し

んでいるのであり、また、見入の指導者たちも、菅、経済制裁を求めていると、つい説明

□三削こなってしまったことは、後で、反省した。しかし、説明はできないが、どうしたら

いいのか、結論は出ない。

アパルトヘイトを知墓としてではなく、アパルトヘイトを支える日本人、名誉白人の「称

号」を与えられている日本人ということの意味を知らせることの難しさを痛感している．

◎各グループからの簡単な報告をする。
どのグループも大体同じような話し合いがされたようで、どのグループも経済制裁をす

ると黒人が苦しむという意見が出されたようだ。

率直な発言として、「どうして、名誉白人と言われることが恥ずかしいのですか。J
「講師の方から、5年以内にアパルトヘイトは終あるという話があったが、日本が何も

しなくても、もう終わりそうなら、今まで通り黙っていれば、終わるんじゃか－か。」
「黒人の測だけの意見では∴納得できか－。白人の情の意見も聞きたい。」

「今、黒人が、政権を取ったら、窯人のマルコスが出来るだけではな十帝㌔J

などの意見が出されこういう発言には、どう答えたらいいのだろうか。

差別ゆえに出来てしまった能力の差。また、差別する樹と経済的に結び合うことによっ

てア／Vレトヘイトを支える日本人の1人である自分。

それを、どう伝えればいいのだろうか。

◎最後に、コシシケレリーアフリカを皆で歌って終わった凸とても貴重な体験であり、私

たちの中には、充実感が拡がっていた。　　　　　　　　　　　　（福地　秀子）



旭■　ァソチ・アパルトヘイ　トニュースレク

匝Cニュー升7イフグを読む会Il

教師達は政府に抵抗する

欠勤届の捷出問題を巡って、D E C

（教育文化省　一　黒人教育を担当する

役所　白人の教育は別の省に属する）

と校長、教師達との湖で対立関係が深

まっている。

9月5、6日（注－1）に欠勤した

教師達は、クリーンフォーム＝欠勤の

理由を書いた届＝を振出せよとの当局

の圧力に抵抗している。二D E C冊は、

提出の義郡を怠った教師に対して、処

分をすると脅かしているが、ケープ州

のほとんどの単相では、＋MI）M一草の

根大衆遵動　く注－2）が呼びかけた在

宅ストの影響でその二日の内少なくと

も一日は、休校になっている。

この時の在宅ストは、　これまででも

最大規模の参加者を教えたがケープ州

内の、ベニンシュラ地区、ウェストコ

ースト地区、ポーランド地区、西ケー

プ地区なとではほとんど全員の教師が

学校に乗なかったと報告されている。

D E Cは、各校の校長に対し教師達

に欠勤届を提出させるよう指導するこ

と、欠勤者のリストを提出することを、

求めている。　しかし二過関前の西ケー

サウス　　8　9年9月2　8日

プ教育戦線との会合で、ベニンシュラ

地区の横長達の多くは欠勤教師のリス

トを当局に対し提出しないと表明して

いる。それでも、何校かでは、教師達

が欠勤届を提出するよう学校側から圧

力をかけちれている。

西ケープ教育鉄線によると、グリー

ンフォーム拒否のキャンペーンを通し

て、教師団体間の団結はさらに強まる

だろうと言う。あらゆる教師団体は提

出反対を表明している。さらに　r D E

C側は、欠勤届を拒否する教師校長に

対し、処分をちらつかせて、脅しをか

けているが、　これはアパルトヘイトそ

のものであり、国民党政権の汚いやり

方の一例だj　と告発している。

松尾真由美

注－1　この丙目、全国で大農礫な異

人労働者の在宅ストが、黒人が参政権

を持たない鎧選挙にたいする抵抗運動

として決行された。

桂一2　　U D F（統一民主戦線）が

活動禁止になってからその内実を受け

継ぐペく発足した、反アパルトヘイト

運動体の連合で大きな影響力を持つ

南アフリカ人種関係研究所の年次報告で明らかになったところによると、19

86年度の人口一人あたりの教育予算は以下の通りである。

単位　ランド　　　　　　　　＝　約　58円

白人　　　　　　　　　2，508．00　　　　　14万5464円

インド系　　　　　　　1．　90　4　　20　　　　　11万0432円

カラード　　　　　　　1．021．　41　　　　　　5万9241円

黒人（白人地域内の）　47　6．95　　　　　　2万7663円

黒人（いわゆる　一‘ホームランドけ　に住む）

トランスカイ　　　　　　413．　3　2

クワズールー　　　　　　3　5　9．　00

ガザンクルー　　　　　　3　2　6．　6　g

クワンガネ　　　　　　　279　　55　　　　　1万8948円

（そのほかの“ガトームランド”についての数字は明かになっていない。）



睡Cニュー州を読む割

野犬のように振舞う警察

今週になって新たに明るみに出た一

連の事件　－　その内の二件では警官が

り　犬J　ような振舞いをしたと告発さ

れている　一　によって、警察が残虐

行為を働いているとの告発が改めて注

目されている。

昨夜公表されたところによると、　ロ

ックマン事件（注－1）で起訴されて

いる警官の一人は、寵めて優秀な警官

（スーパーコップ）であるという。　こ

の擬音は、南ア警覇の中でも特に高度

な訓凛を受けた鮪陵に所属する勤続二

十年のエリート警官で、　r群衆管理」

の啓門家でもあるという。

同じく昨夜、二人の教会関係者は、

ナタール州リッチモンドの警官が前日

の夜半に武治を持たない若者にむけ続

を撃っていたのを目撃したと証言した。

この事作は、小さな事件としか記錦さ

れていないが、神父の証言によると、

警官は無差別に発砲し少なく　とも若者
一人が殺されたという。

ダーバン警察害内では、幹部の署名

入りとされる手紙があって、その中に

ロックマン（ロックマン事件法蓼洞）

Fl几dkafflr　でアホのホッテントット

だからネックレス（桂一2）にしてし

まえと、裔いてあるという「ジョーク」

が広まっているという。

ウイーク　り－メイル8　9佳9　日2　9　R

先週の土確日、プレトリアで大規模

な杭讃行動があったが、そのあとコサ

ツハウスと近くのディスコのあたりで、

一群の警官がめちゃくちゃに黒人に殴

りかかり、いかにも黒人が暴動をおこ

しているかのように見せかけていたこ

とが、目撃者の証言で明らかになった。

ケープタウンの裁判所で憑理中の二

件の法廷でも、警官の暴力行為が改め

て浮き彫りにされている。「トロイの

木馬」事件では、警官四名が、偶人と

して、殺人を犯したとして経済されて

いるし。、「ググレツの七人」鼓判で

は、警官がAN Cのメンバー数人を「

連れだしてJ（消してしまった）とし

て告発されている。

佐藤真弓

は－1　カラードのベテラン警察官ロ

ックマンが、白人警官の諦隊が無人の

デモ隊に暴力を掘るったと内務告発し

た事件．以来ロックマンはその勇気あ

る行為から黒人大衆から英雄扱いを受

けている。

桂一2　滴をしみこませた古タイヤを

人間の屑にかけて火を付け焼き殺すリ

ンチ

この数字は、86年度の白人一人当りの教育予算は、白人指定地城内の黒人の

それの5．3倍、t●ホームランド”ないの黒人の9倍であることを意味する。

87年度の教育予首の措辞は、81億3316万5626　ランド　その内訳は

黒人（白人地域内の）　　　14億8

r兼独立」“ホームランド■’　71驚9

カラード

インド系

10億0

4億0

33億2

校尾昇由美

‡4万0000ランド

I　8万2　800

5　5万90　00

㌢4万7　0　0　0

「0万00　0　0

ウイークリーメイル8　9庄10　月6　日
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『ワールド・アパート』上映会にて
舟昏走毯　正－

11月19日、日曜日、「アパルトヘイト否！国際美術展所沢展実行委旦会」の主催で

所沢市小手指公民館分館で映画『ワールド・ア′トート』の上映会があり、反アパルトヘイ

トのブックレットなどの販売に行ってきました。販売は二回目で値段が分からないものが

あったり、自分も読んでいないブックレットを勧めたりするなど、かなりいいかげんなと

ころがありましたが、当日見に来られた方々は問題意識が高いためか物鹿がやわらかく、

いい雰囲気でした。ぼくは疲れと、その日に遅れて行ったこともあって気持ちが荒れてい

て、主催者の多田さんとも自分のことばで話をすることができず、失礼しました。また、

販売も『ワールド・アパート』をみて感動して、中には目をはらして出てくる人たちに対

して、「ブックレットはいかがですかあ」と調子のいい声を出して、ほんとうに単なる物

売りになっていました。
一回目の上映のあと、門馬さんファミリーのコンサートをはさんで二回目の上映で初め

て『ワールド・アパート』を見ました。アパルトヘイトに反対する白人家庭が引き裂か

れ、悲しみに突きおとされるなかで、白人少女の怒りがコシシケレリアフリカでの真っす

ぐに突き上げるこぶしに至るまでの映画でした。感動しました。これまでぼくは、コシシ

ケレリアフリカを歌う時にみんなが一様にこぶしを突き出すのが異様に見えました。軍隊

や管理教育の姿とタブッて見えたからです。この映画で一人ひとりの怒りがこぶしになる

のを見て、そのわだかまりがとれたような気がします。

二回目の上映のあとの販売では、とてもやわらかい気持ちで人に接することができまし

た。そして、自分のやっていることはあの運動に確かにつながっているんだ、と意識され

て気持ちがしっかりしました。最後に「アパルトヘイト否！所沢市民基金」の福井さん、

荒川さんからアフリカ行動委鼻会へカンパをいただきました。ありがとうございました。

帰りぎわに食事に誘ってもらい、主催者の多田さん、鼓太郎くん親子と、手伝いに来てく

れた松林さんと中島さん、そして、心に響く歌を聴かせてくれた門馬さんファミリーとで

楽しく晩ごほんを食べて帰りました。出かける時には荒れていた気持ちが、『ワールド・

アパート』とみなさんのあったかい気持ちでとてもやさしくなれていました。

マイウル・lく
J・M・クッツェー　くぼたのぞみ訳

動乱の南アフリカを舞台に、人間にとっての環の自

由を問いかける長覇小説。世界に衝撃を与えた、英

国フッカー翼に播く傑作。　　真価1960円（税込）

筑摩書房　〒日．土東郷台薫区最前2＿♭▲℡閃（5687）26銅

－1㌧えがすの早晩打へ行けほ：／わ〃用テ芸．ケ



皮肉のススメその2　　　　　　当山健

先月号の本紙に掲載させていただいた「皮肉のススメ」が極一部に好評であったことに

少々気を良くしたために、今月も編集長の堪忍袋の頑丈引こ甘えて一席お付合い願います。

題して「利用しない手はないポルノ文化！」。
ご存じの通り日本はポルノを解禁しておりません。従ってその手の雑誌・本を見れば当

然の事として然るべき箇所に修正が施されております。これに比べると解禁国のものはい

わゆるモ口出しという形を取っており、まさに隠す所無く曝け出されております。物事単

純に捉えれば後者の方が品位が無く程度において進んでいるという事になるのでしょうが、

実の所事情は逆のようです。これもある意味では言い古されていることかも知れません、
つまり隠す事の方がイヤラシイという事です。

この隠す事の歴史は大変古い。遡ればアダムとイブの無花果の糞にまで行着きます。知

恵の実を食べてしまってからというもの二人は無花果の葉で前を隠し始めたという失楽園
の葉為しの話。つまり隠す事はホモ・デメンスたる人間の誕生を意味しているのです。こ

の隠すという事は逆に「そこには何かがあるな」ということを喚起させてしまう逆説を伴
います。この「隠し」をうまく利用して成功を修めているのが日本のポルノ文化でありま

す。なぜ隠しが都猥であるかと言えば妄想・想像を掻き立てるからであります。スミ塗り
・白抜きの部分に都猥な妄想をしてしまうのです。そしてその都猥な妄想をしているのは

他でも如、私であるという二重構造があり、この自分が認猥な妄想をしているという事実
ほど都猥なものはない、という所に世界に冠たる日本のポルノ文化は生き続けているので

あります。　この抜群のセンスを利用しない手は無い！でも一体何に？もちろん反アパル

トヘイトによ。待った！もちろん反論もあるでしょう、つまりアパルトヘイト隠蔽に関し

ては日本・南ア両政府が仲良く手を取り合ってやっているではないか、何処に効果がある
のか？と。もちろん貴重な紙面を割いていただいてワザワザ公表するのですから、そのよ

うな単純な事ではありません。

もう南アからの情報が滞ってから大変久しい状態が続いておりますが、にもかかわらず

日本のマスコミが怠慢であるという事は英字新聞を見れば明らかね。そこで中道チョイ左

を張るマスコミの諸氏よ†（やい、特にA新聞）次の提案に耳を傾けなさい！南アの情報

を掲載する際に必ずスミを塗る事。つまり軌後すぐの教科書さながらにマッ黒にするので

す．個際面を開くと部狂にも黒々としたインクの固まりが、「見ないで！」とばかりにあ
るh角度によっては見えたり見えなかったり、袋とじ企画にしてもいいな。すると以下の

事が起こり得ます。
日本のポルノ文化を支えている優等生たちがついに我億ができなくなり行動委員会に電

話をかけてくるでしょう。「スッ、スミマセン、アツアアアパルトヘイトって、何ですか
－？ウッ」この時「エートそれはですね」等と親切に答えてはいけません。「エツ？おた

くアパルトヘイトを知りたいの？クックック‥・アンタも好きだね、このスケベー」と

焦らしに焦らす。「ネエーここまでア・ソ・どに来ない？」とまんまと引っ掛かったスケ
ベに仕事の分担をしてもらうとか・・。まあ冗談はさて置き、脇道・裏道の可能性も探

ってみる余地はありそうです。しかし辛このニュー∴スレターにおいてはスミ塗りは無用で

す。なぜって私らヌーディストにはスミ塗りなどエロチックでも何でもありませんから。

㊥



励ススメ→→筋をを旨仁て穿く＿生きる
くぼたのぞみ

先月号ニュース・レターの、久々当山の値さんの「皮肉のススメlはよかった．

なぜよかったかというと，「運動」なんてもんにかかわっている人には、こぶし振り上

げて「鞠さえ掲げていれば、正義はこっちにあるから大丈夫だって信じている入

所意外と多いからですい信じるっていうよりも「旗」さえ揚げてれば、旗の布がなんであ

ろうと，垂れていようと破れていようと、いっこうにおかましなしというふうなところが

あって∴無自覚っていうんでしょうかねえ、こういうの。ポッカリとあいた自分のなかの

空洞が見えない。

旗の「正しい揚げ方、良い揚げ方」の工夫の研究を怠ってしまうのですねえ。

とここまで書くと、ナンダ、ナンダ、「正しい」とか「長い」とか、ダサいセン公みた

いな口きくじやねえか、とまでは口に出しては言わないけれど、心の内で思っている反骨

精神旺盛な読者の方、多いでしょうね。ソコ九　ワタシノ，ネライデス・日フプフ。

孝　　　　　　　　　　　　　　　幸　　　　　　　　　　　　　　　♯

突然ですが、『世界』12月号、読みましたか？

ミリアム・トウラーデイおばさんと蕗合恵子おねえきんが対ましてます。これ比．よか

った。ホント二、よかった．わたしは、もちろん正当な目的で、その対談記事を読むため

に、あの真下ゐ知誠痛感意『世界』を足ったんですが、その贋に「明日を信じて強く

生きる」っていう座義会のタイトルを発見して，思わず有頂天になってしまいました。

『世界』買った方、隣のほうも動こなりました？時代はもうここまで来ているの

かと身を引き締めましたね。つまり、つまりですね、「明日を信じて強く生きる」って言

ってるのは、ああ橋本沿さん▼なんだけど、これ、さっき言った「無自覚」の人が忘れて

る「ことばの組が感じられます。ヒネリ方が「半端じゃねえ」って感じで，完全に

「皮肉のススメ」の一歩先、行ってます。ホントに「強く生きなくちやねえ」という気に

なりますもん、わたしなんぞ。

白丸解放、民衆、民主主義、顔．一一、連帯，なんでもいいです．そういう類のことば、

ちょっと思い浮かべてみてくださいナ。こういうコトバ使って、何かをまともに伝えよう

とすればするほど、ウットウシイしダサイって、みんなソッポ向いちゃう。コトバはイミ

を落としてしまい、形骸だけが残ってしまう．

なぜかってのは∴健さんの言うとおり。ヒステリックに「告発Jしても「不正な楓ま

地下に潜って、残ってしまうだけ」の空間にあたしたち生きてるからです。日本の、世

間てものは、江戸の昔からそういうもんだってことかもしれないけれど。つていうか、「

近代J旺終わった（痕もらせたんじゃなくて）はずの巧姐も、なんか空洞のような「

欠勤があるんだよね、やっぱり。そのことにrウンドゥJやるんならもっと気がつかな



rソナ’丁ノイルトヘイト‘ユ▲」スレタ，　　　　　　　1鵬■u月1日1庁　■三三三＝烹＝可空

くっちや，とわたしなんかト思います。真剣に．（だって、そういうゲンジツからの突破

口を、なんとか作りたいって、みんな思ってるわけじゃあないんですか9）

ところが∴南アフリカじゃ「自由」とか「解放」とかそういうことばが今、本当に人々

の心の支えになってる。つまりそういう社会的、政治的状況が「ある」んだと思います。

だから、向こうの新聞記事をただ辞書を引いて日本譜に移し変えても，それらのコトバの

持つ熱気とか緊張とか、つまり真意のようなものは伝わらなくなってしまう、ほとんど落

っこちてしまうんですね．当然のことながら、日本語は今の日本社会の厳鮭体系（富商体

系）のなかでしかコトバ（意味）として機能しないからです。

これは南アの新聞記事の翻訳のようなことを少しやってみて、痛切に感じたこと。

南アフリカの人々があげている芦や、書かれた文字としてのコトバが、まるごと、わた

したちのところまで届くには、どうしても「解読」しなければならない部分がある（「解

説」じゃなくてネ）∴南ア事情に詳しい人、長いあいだ南ア問題に係わっている人、その

文化に傾倒している人に、実はそれを怠る傾向があるんだけれど。正しい堀の測り方を

忘れてしまって、オットットットrあっちへJ行きっぱなしで、下手すると返れなくなる。

そのことに気がつかない。「専門家」の内輪言語になって，とっても閉鎖的になって、「

自己批判力Jの欠如を招いてしまうんですねえ。これは、二ホンジンのもっとも得意（！）

とするところダ。

わたしたちを取り巻く日常藷の問題lよ単なる小手先の表現方法の問題なんかじゃ話

はすまない、というところまでゲンジツは行ってしまってるんですよね。マジに考えはじ

めると、シンドイ話。でもマジがまたまたマジの蛸壷に落ち込んでしまうカラクリが持ち

かまえているから、ほんと、キビシィ。でも、嘆いていてもしょうがない。

米　　　　　　　　　　　　　　　　　糠　　　　　　　　　　　　　　　　　羊

だからこそ、そう、だからこそです。「皮肉のすすめJ。これは効きますよ。ちょっと

ズレてものを見る。自分を、ちょっとズレた位匿から見直してみる。この「遊び」の空間。

イワユル「皮肉Jですね。ウン。これはr希望をもって」生き延びるための秘訣です。（

退廃的ニヒリズムに陥らないよう、注意！）役に立つかどうか、つまりゲンジツと　r関係」

できるかどうか。コトバ汎精神が生き延びるための、人（個）と人（個）のあいだを繋

ぐ「伝達手段」となるかどうか、ナノデスヨ凸

北アメリカに奴隷として売られた黒人たちは、ある意味で、このr皮肉」（一般的には

ジョークと言われますが）のセンスで生き延びたんですモン。それが固有の文化や椿神を

形造っていったわけですから。闇



◎アパルトヘイト廃絶への道－なぜ、今『鮒制裁』なのか－（。AA。7勅トN。．3） 


