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支配は続く、ウォルビスベイ（ナミビア唯一の良港）の南ア検問所

3月24日、撮影上林陽治

ナミビア・ナウ（5）現地報告

ノマンテバ・ンケレザさんからのメッセージ

アパルトヘイトの完全廃絶に向けて～フランク・チカネ師の講浜～

オスロ宣言

南ア進出企業に関する学習会
アップルタイザ一・ボイコットキャンペーン

スチュワードさんのこと

意見広告、報告とお願い
ジャマイカを放して思ったこと

おたよりから

手紙を書く会
ソウェトの幼稚園の先生からの手紙

平和を求めるコーラスがカセットに
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ナミビア・ナウ

（5）
現地報告一一ウィントフークより－

＿ヒ林　　陽治
＊　＊　不　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　ヰ

南アの一情況
皆様お元気のことと存じ上げます。

今日は3月14日の午後。この

手紙はナミビアへ行く飛行機の中

で奮いています。

3月6日火曜日に南アについて　　3月19日、首都ウィントフーク近郊の黒人居住

以来、鮎ソウェトにぺタッーと　架を茅去ヱ諾莞要言詣表墓誌墨壷で、
くっついて暮らしてきました。

日太で報道されているかどうか、私にはわかりませんが、今、南アフリカは非常に危険

な状態にあります。今月に入って、すでに200人近くが死亡、730件の暴力事件が発

生、そして多数が重傷を負うというすさまじい状悉なのです。この数字は、1985～－8

6年の状況に近いそうです。1985、86年は、非常事態宣言が2度に分けて布告され

た年なのです。

昨日の新開（The SoYet8n）では、首が切り取られ、体を焼かれている写真が載ってい

ました。この事件は、子どもと母親たちによって引きおこされました。殺された人物はそ

の一週間前、南ア青年機構のメンバーの少年2人を没書していたのです。そして、いわゆ

るビジランティスと呼ばれる人物でした。子どもたちによる葉音はまさに報復なのです。

私がホームステイさせてもらっているNさんの家に昨晩10時頃、「ソウェトで5人が

票された。今度は警案がかかわっている」という電話が入りました。Nさんは地域の活動

家なのです。

シスカイではクーデターが、そしてボプタツワナでも同じ状況が起こっています。特に

シスカイでは、政府の警察が武器をもったまま、民衆のデモに参加、いっしょに「アフリ

カ民族会議、万才」と叫んでいるのです。

今、南アは緊張しています。一触即発という状況なのです。そして、アパルトヘイト政

権はこの状況をあきらかに利用しようとしています。ケープタウンでは先月から議会が開

かれていますが、法秩序用は「このような状況ではアパルトヘイト廃止のための交渉には

入れない。今度の騒乱の原因は、アフリカ．民族会議が武装闘争を放棄しようとしないから

だ」と答弁しているのです。さらに、「政府はこの事麓をしずめるため、2月にデクラー

クが演説した内容を反古にするかもしれない」と語っています。

問題は誰がこのような状況を作りだしているかということです。地検によって原因は様

々ですが、明白なことは背後に、ビジランティス、インカタ、そして胎安警察がいること

だけは感かです。新聞（The STAR）によれば、汎アフリカニスト会議もいると報じてい

ます。
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マンデラ釈放後、一時は希望が見えました。しかし、そのままにしておいてもアパルト

ヘイトはけっしてなくならないのです。アパルトヘイト臥そして非常事態宣言は明らか

に続いているのです。先週には180人が、非常事態命によって連描きわたと∴南アフリ

カ教会協議会の社会委員会のダイレクタ▼が話してくれました。

第2の問題は、このような事態を誰が鎮めようとしているか、ということです。南ア考

案ではありません。彼らは発砲し、事態を悪化させています。警奈の発砲による死者は、

警察発表で千人になります。その他、逮捕、拘禁をくり返すだけで、黒人居住区の住民の

反感をかっているだけなのです。本当にこのような事態を鎮めようと考えているの軋1

980年代から、各黒人居住区に根をはって作りだきれてきた地域組鰻なのです。最も深

刻な事態をむかえているカテルホング黒人居住区－ゾウェトから車で1時間ぐらい－で軋

青年細織が外勤から居住区に入ってくる車すべてをチェック。武器を持ち込まないように

しています。

先週日曜日（3月11日）、僕はヨハネスブルグからソウェトに夜10時頃矧宅したの

ですが、その時ソウェトの入口で車を止められチェックされたのです。

僕が泊まっているNさん宅で臥昨晩地域組織のメンノ、－20人ぐらいが集まりミー

テインクを開いていました。（この中に、数年前に処刑されたベンジャミン・モロイセの

母親の姿がありました。）彼らは、アパルトヘイトを廃止させる前提条件である平穏な状

況をつくろうと一所監釦こなっているのです。そうでなければ、警察や軍隊の介入を許し

てしまうからです。

きて・飛行機はそろそろウィントフークに着きそうです。下にはナミビアの乾いた大

地が広がっています。ナミビアでは、黒人居住区カトゥトゥラの黒人宅にホームステイで

きそうです。そして21日には独立。もちろん、僕はそれに参加するつもりです。

以ヒ、皆様、お元気でl
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南ア‡ま明らカーlこ敗Jヒした
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今日は3月21日11時頃、ナミビアの首都ウ

ィントフークのメインストリート、カイザ十通り

に面したナミビア独立委員会（市民団体）の事務

所でこの原稿を書いています。

外のカイザー通りではパレードが行なわれてい

て、民族衣裳をまとった老婦人たち、高校のチア

バンド・オーケストラなどが通り、お祭り気分一一

色です。今まで、この日のために働いてきた市民

団体の人々が集まり、独立を祝いあっています。

1990年4月1日発行　第三雷郵便物認可

さて、ナミビアは3月21日午前0時を期して独立を果しました。僕は式典が行なわれ

た独立競技場に3時頃到着、独立となる深夜12時までずっと待っていました。

深夜11時半頃（3月20日）、ヌジョマ大統鼠デ・クエヤル国連事務総長、そして

デ・クラーク南ア大統領が花壇に登り．式典は始まりました。会場に臥各国政府代表が

出席していましたが、その中に、アラファトpLO議長、そしてネルソン・マンデラ，ウ

イニー・マンデラの姿がありました。会場に一番最後に到着したのが、マンデラ夫妻だっ

たのです。そして、スタジアムは5万、6万の人であふれていました。デ・クエヤルの浜

説、そして独立宣言、大鏡儀の掩名が行なわれたあと、南ア国旗がひきおろされ、ナミビ

ア共和国の国旗が掲揚されたのです。僕はこの隠南アフリカは明らかに敗北したのだと

思いました。南アの国旗が降ろされた時、デ・クラークの顔はゆがんでいました。人間は

これほど苦渋にみちた顔ができるのかと思う程、ゆがんでいました。会場にいる人達は

「Do恥鮎m】と叫んでいました。それはスタジアム全体に響いていました。「次は南ア

フリカだ」ということを誰もが確信していたようです。そういえば、会場には多くの南ア

黒人がいました。彼らは、ANCの故をもって会場を走り回り、そしてマンデラの写真を

掲げているのでした。一番元気がよかったのは、この一団たったのです。ケープタウンか

らトラックの荷台に乗って30時間かかってやってきた人。バンの荷台には、これ以上入

らないというぐらいたくさんの黒人が乗り、そして歌いながら、ソウェトからやってきた

ものもいました。

デ・クラークの顔がゆがんでいたのに対し、S・ヌジョマの顔は終始喜色満面、そして、

デ・クエヤルの顔は「やっと終った」という表情たったのです∴式典は華やかでした。花

火がなり・常に喚声につつまれていました。終了したのは21日午前2時頃たったと思い

ます。もちろん、これですべてが終ったわけではありません。そんなことは、ここに住む

ナミビア人が、そして南ア黒人がもっとも知っていることではないでしょうか。むしろ、

3月20日付「ナミビアン紙」の社説の次の文章を、侯は心に留めたいと思います。「私

達は独立を勝ちとった。しかし、この日を一齢こ祝えない人達がいる。独立の果実は血を

そそがれて育つという。何千、何万の人の血がこの果実を育てるためにそそがれただろう

か。私達は、この人達のことを決して忘れてはならない。」
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筆者のホームステイ先でお世話になった

Nomathemba Ngelezaさん

FEDTRAW（トランスハrル女性連合）

のリーターで、ウィニー・マンデラ、アルベ

ルチナ・シスルと共に、国内反アパルトヘイ

ト運動に永年携わる。昨年末、シスル夫妻と

米国プッシュ大統領を話間。平日は動物病院

に勤務する一刀、数多くの女性組織と関わり、

女性の自立のためのプロジュクトを推進する。

夫はロベン島に10年間投獄の経験をもち、彼

女自身も逮■騰歴がある。ソウェト在任。

ノマニ／テノヾ二　一　二ノゲレザさんカーらの＿メ　ッセ－ジ

ピノヽI ANC、ビバ！南アフリカ共産党、ビハI　トランスバール女性連合

囲いの同志として、JAACに祝福のあいさつを送ります。

デ・クラークの声明を聞いたことと思います。ANC（アプリ丸民族会議）、SACP

（南ア共産党）の合法化、UDF（統一民主戦線）、南ア青年機構、全国教育危機委員会

および個人の規制の解除など、すくなくとも∴私達は一息つき、今後の反アパルトヘイト

運動を継親する地盤を築けました。

しかし、アパルトヘイトはなおも強力に存在しています。なにも変っていません。かわ

りに政府は、方法を転換したにすぎないと思えます。最近、政府・琶窯は、住宅、生活賃

金、平等な教育、葡生、福祉施設などを要求して行なわれた平和的なデモに対して発砲を

し、人々を撃ち殺しました。

南アフリカ輸送公毒し石炭公社、電力公社そして郵便・電報・電話公社はずっと国営で

したが．今∴政府はこれらを民営化しようとしています。それは、黒人政権ができたとき、

経済的な力をなにも持たないようにしようとしているのです。

現在の政府臥私達の金をヨハネスブルグ市カウンシル、公社体、臆殺部隊に使い、自

分達を強化しようとしています。

政府は海外債務を支払うために、さらに、ただでさえ費用のかかるアパルトヘイトを維

持するために、私達の金を便おうとしているのです。

南アフリカの人々は、これに反対しています。バンツースタンでさえ、反乱が起きま

した。南アの人々は、自由を得るために決意を新たにしています。

あなた方にあえていいます。アパルトヘイトが完全になくなるまで、制裁を強化し、南

アを孤立化させて下きい。　アマンドラ！

1990年3月31日　　　　ソウェトの自宅にて
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3／17、於・山手教会、フランク・チカネ師（南アフリカ教会協議会総幹事）講浜

～～～～～～■小∧∧～～VVu■～■

アパルトヘイトの
完全廃絶に向けて

■■｝■′∨～～～■′∨～～～～～～■■～～

皆さんきょうは私が日本で行う最後の集会

ですが、出発を前に私が日頃南アフリカで感

じてきたことを分かちあう機会が与えられた

ことをたいへん光栄に思います。また、日太

で経験したことも含めて分かちあいたいと思

います。皆さんが歓迎してくだきっているこ

とが感じられ心あたたまる思いがします。

主催してくださった、反アパルトヘイト運動

と教会の方々に感謝の気持を表します。

まず、私達とともに固い、ともに連動をしてくださった方々に惑乱、たします。皆さん

がしてくださったことは、小さいどうでもよいこととお思いでしょうが、世界中の人々の

小さな力が集って大きな力となり、今のような状況をもたらしたことをお伝えしなければ

なりません。つつしみ深いということは徳ではあっても、小さな働きのつみかさねが大き

な成果をもたらしたことは認めたい。特に．マンデラ氏釈放を勝取ったことを皆で拍手を

して音びたいと思います。（拍手）　60年以来人々がともに闘ってきた運動の中で、お

そらく初めての盲びだといってもいいでしょう。この喜びを忘れずにさらに力を合せてい

きましょう。こちらに来る前マンデラ氏と会ったとき、彼に「私が心から感じている感謝

の気特を伝えて欲しい」と言われました。

今日お話したいこと軋これから向をしなければならないかと言うことです。私達がい

ままで行なってきた小さなボイコット連動などは、今回のマンデラ氏釈放にはほとんど何

の影響も与えなかったといったら、それは嘘になるでしょう。また世界の主要国が経済制

裁で加えてきた圧力が何の力にもならなかったと言ったら、これも嘘になるでしょう。ま

た、南ア国内での多大な犠牲をはらった園いが、まったく影響を与えなかったと言ったら、

これも嘘になるでしょう。西欧諸国の政府やマスコミは、南アフリカでは古い花にかわっ

て新しい花が咲きつつあり、その新しい花はすべてデクラーク大統領が咲かせてきたのだ

と言っているふしがあります。私はそれを成し遂げてきたのは歴史だと申し上げたい。白

人政権は歴史に相反すること、矛盾するくとを行って乗ました。そして、その歴史の流れ

に添って闘ってきた鈷兼として今の状況があると思います。なぜそうなったかのかいくつ

かの点をあげてみますと、第一は白人政権はその正当性を失ったということであり、弟二

はイデオロギーの軌、であるという根拠を失ったこと、第三は私達の方が道徳的に高い地

位にあったことが明らかになったという点です。最初、白人政権は自分達こそが正当性を

保持していると思い、それゆえ自分の人生をまっとうするために我々を乱暴に援ってきま

した。しかし、私達の軌、の結果、正当なのはそれに反抗している方であることが明らか
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になってきました。遺去には奴隷制度が正当化されて、ある踵の人葛は劣っているとのイ

デオロギーのもとにそれが正当化されてきました。また、私達は長い間共産主義者である

というレッテルを貼られて∴政府から攻撃されてきました。しかしそれもー多くはゴルバ

チョフ氏に感謝しなければなりませんが十間違いであることが判明して、人種主義も抑圧

も、ありのままに明らかにされるようになりました。ですから、南ア政府と関係を持って

いる国は、人種主義や抑圧と付き合っているということがはっきりしました。

国鉄社会に、境に皆さんに申し上げたいメッセージがあります。ANCは非合法を解除

されました。マンデラ氏は釈放され、皆闇喜びました。しかし、ANCは合法化されても、

ANCを非合法化した法律はそのままなのです。マンデラ氏は釈放されてもアパルトヘイ

トの諸掛ま何等変わっていません。マンデラ氏も私も投票をして政治に責任を持つことが

できません。集団地域法はそのまま残っています。原住民土地法もそのままですから．住

みたいところに住み行きたい学校に行くこともできません。こういうアパルトヘイト洪こ

そ取り除かなければなりません。治安警熱まいまだに人々を拘留し暴力をふるっています0

マンデラ氏が釈放されたとき、人々は電気にうたれたように喜び、あたかもアパルトヘイ

トの無い社会がすぐできるかのように思いました。しかし、まだ政府の暴力はつづいてい

て、マンデラ氏釈放時は40人ぐらいだった死者も、今では100人ぐらいに増えもっと

多くの人が傷つけられています。こういうことは一目も早くなくならなければなりません。

マンデラ氏の釈放は、確かに交渉の可能性を増したことは事実です。しかし、アフリカ

統一棟機および国連がすでに出している条件が整わなければ交渉に応じられません。3千

人にのぼる政治犯の釈放も交渉の前段階で行わなければならないでしょう。良いニュース

は、私達がもし条件が入れられるなら交渉に応じてもよいと考えていることです。人々は

ANCがマンデラ氏を送って交渉を始めることを歓迎しています。そして、まず停戦状況

を作り出し、次にあらゆる敵意をお互いに取り除くというものです。この事が解放両争に

っながると思われています。

私達がアピールしたいことは、今まで共に闘ってきた人々に、南ア政府に今まで以上に

圧力をかがで欲しいということです卜圧力の強イにそが交渉の環境づくりに役立ちます。

皆さんにアピールしたいことをもう一度述べるのにはアンゴラの例をあげればわかってい

ただけるでしょう。アンゴラで南ア政府は我々の仕掛ナた罠にはまったと言っていいでし

ょぅ。アンゴラに政府が介入すればするほどロスが大きくなることに気が付き、政府は交

渉のテーブルにつかざるを得ませんでした。また・率直で正直な交渉をしないかぎり外で

は戦争がつづくという状況があり、アンゴラは独立することができました。ナミビアも同

様にして、今、独立しようとしています。同様な圧力を皆さんがかけつづけるならば・南

ァ政府は誠実に正直に交渉のテーブルにつかざるを得ないし、そうしなければロスが大き

いことに気が付くでしょう。

この数日間日太政府の方々に会って申し上げてきたことを皆さんにお伝えしなければと

思います。そうすることによって皆さんの運動と私が一緒にいることを示したいと思いま

す。日太政府がとり始めた新しいアプローチというものを歓迎すると申し上げました。そ

れは、日太政府が南アの人民と何とか関係を持とうとしていること、また南ア人民を何と

かして援助しようとしていること、人民の賎業訓練とか人材開発のためお金を便おうとし

ていることであり、今まで白人政府とのビジネスのために投資をしようとしていた態度と

はやや違います。私は二つの路線をとることを考えて欲しいと日大政府に話しています。



それは一方で南ア人民を助けつつ、同時に南ア政府に圧力をかけつづけるという二つのこ

とをバランスよくやっていかないと、今イギリス政府が行おうとしている経済制裁を解除

してもいいのではないかという方向に行ってしまいます。そうすると、私達は自立できず

に、お金のため売りわたすということになりかねません。

二つの方法で私達とともに闘って欲しい。一つは南ア人民を訓練すること、というのは

アパルトヘイトで人材は破壊しつくされています。もう一方は白人政府に圧力をかけ続け

ることによって交渉のテーブルにつかせ、アパルトヘイトを全廃する方向にもって行くこ

とです。今まで日豪政府の経済制裁は充分ではありませんでした。新たに強力に行ってく

ださい。日大の政界経済界の人は、生まれてくる新しい社会のためにお金は惜しまないと

言いました．新しい社会のためにお金を出すのなら、同時に新しい社会が生れることにも

手を貸してもらわなければなりません。

経済㈲丑について2点申し上げたい。一つは経済制裁は交渉の条件づくりのためだけに

あり、交渉のテーブルについたら経済舶1歳は終ってよいという考え方がありますが、これ

は間違っています。太東経済制裁が捷唱されたのはルツーリ氏の頃、マンデラ氏が殺犠さ

れる前であり、アパルトヘイトが全廃され後戻りできなくなるまで続けられなければなら

ないというのが最初の提唱でした。国連が昨年12月に完全撤廃までつづけると宣言した

ことも一日太もこれに署名していますが一忘れてはならないと思います。経済制裁の三つ

目は、「困るのは黒人」と言われることです。このことは何週も言われていやになります

が、何遍でも言わなければならないと思っています。経済制裁をして欲しいというのは私

達がお願いしていることです。今までに殺され捕まえられて充分に犠牲をはらって乗まし

たが、これは経済制裁があったからとか無かったからではない。このひどい状況を終らせ

るためにして欲しかったのです。私達が犠牲になるなら、意味のある犠牲になりたい。白

人が土地を奪ったとき、ビジネスから閉め出したとき∴教育を変ったとき、白人は黒人が

永遠に労働着として白人に仕えて欲しかった。いま、日太の政界経済界が黒人のために投

資するということは、白人政府と一体となってアパルトヘイト体制を強化し維持している

にはかなりません。私はこうも言いました。「崩れることは明らかで、アパルトヘイトに

は将来がない。南アは豊富な資源をかかえている。経済力がある。大きな展望をもって投

資を考えて欲しい。」

よいニュースで終りたいと思います。それ臥南ア大衆はアパルトヘイトの廃絶に向け

て闘うという決心をしていることです。マンデラ氏の釈放によって新たにはっきりと決意

しています。南アの関心の中心は、面白いことに政府ではなくて、マンデラ氏が何をする

かに集まっています。どちらがこの国をリードしているのかわからない状況です。

もう一つのよいニュースは、マンデラ氏が民衆の大きな支持を得ていることで、大きく

まとまる可能性があり、統一の力となっているのは確かです。西欧では分裂の危険云々と

報じられていますが違います。唯一の心配はマンデラ氏が期待どおりのことを与えられず、

大衆が失望した場合です。またとないチャンスを失わないため、すべての力を結集して当

らなければと思っています。ホームランドで武力闘争が起こっています。それを「関係な

い」としたなら、波紋を起こしかねません。日東での運動の＃続をお願いしたい。アパル

トヘイトの廃絶は新しい社会をもたらすということを訴えたいと思います。（この文は願

文から訳したものではありません。正確な訳文は近日中に用意しますので行動香に問い合

わせてください。一編集書B）
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オ＿プミロ喜言

1990年3月8～11日、ノルウェーのドゥリューハックで開かれた経済制裁に関す

る国際セミナーで採択された宜言文。

民主的な南アフリカを実現するための執いが、空前の勝利の気運で展開しているのと時

を同じくして、私たち18か国の反アパルトヘイト運動体の代表臥ノルウェーで一堂に

会した。

ANCと他の民主的な組織に対する禁止の解除、ネルソン・マンデラ氏をはじめ他の南

アフリカ人民の指導者たちの釈放、そしてナミビアの独立を、私たちは祝賀する。

これらの勝利は、内外の圧力が高まった結果としてもたらされたものである。投資引き

上げや不買運臥禁輸捨置など、経済制裁を推進するキャンペーンをとおして高揚してき

た各国の反アパルトヘイト運動が、アパルトヘイト政権を交渉の方向へ押しやる一助とな

っている。

しかし、この様に情況は進展しているものの、アパルトヘイトは依然として存続してお

り、南アフリカ政権は、分断の無い続一国家における一人一票の普通選挙を要求する人々

の声に耳を傾けようとはしていない。

アパルトヘイトの廃止には、現行の経済制裁を強化することが急務である。南アフリカ

人民が民主的な憲法の下に合意を見るまでは、民主化運動の要求の声と呼応して、経済制

裁は雑持されなければならない。

したがって、一方的に経済制裁を解除したイギリスのサゥチャ⊥首相を、私たちは厳し

く非難する∴経済制裁を鰯険して、南アフリカの民主化の道を妥協で阻もうとするいかな

る国家に対しても、私たちは一致団結して立ち向うことを誓う。

そこで、私たちは

ANCおよびCOSATUを含むすべての大衆民主運動に対する支持を表明する。

合法化で新たな使命を担ったANCを支揺する。

アパルトヘイトの南アフリカを孤立させるように、世界各国の政府に対して、緊急

に要請する。

自国と南アフリカとの経済関係を断絶するためのキャンペーンを各国でさらに強化し、

各国の反アパルトヘイト運動相互間の協力連帯を図るよう、いっそう努力することを誓う。

行動二方針
南アフリカ国内で組織の再i臨戌に取り組むANCに対して、支嬢を強化すること。それ

と同時に、私たち白身も、長くて困難な交渉の道掛に臨む心構えをしなければならない。



経済制裁を効果的に強化すれば、南アフリカ政権を交渉のテーブルに引き止めておくこと

ができるであろう。

南アフリカ国外においては、サッチャー首胸とイギリス政府の姿勢が、南アフリカの民

主化を妨げる最大の障害となっている。サッチャー首相の言動は、憂慮すべき困惑の事態

を招くであろうということを、アパルトヘイトに反対する勢力は明らかに示さなければな

らない。抗議臥ピケ隊、抗議文書などを各国のイギリス大便舘に送って、この間題を表

明すること。

すべてのグループは、東欧諸国の大使館に∴対南アフリカ政策の詳細を問い合わせるこ

と。東欧諸国の教会閑凰労働組合などのネットワークで連絡可能な人々と接触すること。

東欧諸国の反アパルトヘイト委員会などと連絡を取り、支援を申し出ること。また、その

活動の水準を確かめることも必要である。

投’撃筆弓Iき＿ヒlブ

投資引き上げのキャンペーンを強化し、経済∴技術の両面で南アフリカとの関係を全面

脚こ絶つよう、企業に働きかける。

教会や年金基金、労働組合などの団体投資家に対して、南アフリカで商業活動を行って

いる会社の株を売り払うよう、今後もキャンペーンを続行すること。

南アフリカの筆太輸出の増加は、南アフリカの外資獲得をふやすだけでなく、政漁経

済両面に渡って、重大かつ危険な結果をもたらすことになり、これを経済制裁キャンペー

ンの焦点に据えること。

各国の反アパルトヘイト運動体臥南アフリカで活動している各国企業のリストを、ア

メソか合衆国南アアリ別笥騒委員会に送付すること。そうすれば、アパルトヘイト問趣に

関係している合衆国の投資家や自治体に、それらの企業名を通知できる。

金融蜜匪l裁
銀行に対する圧力を増すために、ネットワークの活性化が必要である。教会関係者やA

WEPAA（西欧反アパルトヘイト国会議員協会）、反アパルトヘイトクループの専門家

は、互いに情報を交換し．銀行に対する行動で協力体制を整えること。

ELTSA（対南アフリカ融資停止委員会）に着用な情報を送ること。その椿報は（E

LTSAの機関紙である）ICABA紙上で発表される。

南アフリカと取り引きのある各国銀行のリストを公開し、有効に利用すること。融資返

済期限の廷長問題は、キャンペーンの緊急課極であり、この間題について銀行に圧力をか

けること。各国政府に対して、貿易信用保険の供与をしないように圧力をかけること。

金に対する制裁を、引き続き行うこと。また、金の制裁を骨抜きにしている日東の禍

を注視しなければならない。皇室関係記念金貨発行に対する行動が焦点となる。プラチナ

も行動日凛となる戦備的な金属であり、ここでもまた日大は制裁破りの中心的役劫を果た

している。

石斗由
私たちはし　ヨーロッパ各国政府に対して、南アフリカ向け原油、石油製品の絵乱法出

禁止を迫る交渉をしなければならない。
1990年軟にSRB（積出調査機関）の報告書次号が発行されるので、反アパルトヘ

イト組織は、輸出国や船主国の大使館前でのピケ乗りや交渉、関係船会社所有の船舶に対
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して、港の封鎖などによる行動を起こすこと。SRBとカイロスは（関係国名、会社名を

掲載した）基本資料を発行する。特に、ノルウェー船籍の船による石油製品の輸送を阻止

するための行動を起こすこと。

ホンコンとギリシャの反アパルトヘイト勢力と連絡をとり、南アフリカ向け石油輸送の

船主に対する行動について協力体制を確立すること。

モッセル港湾計面に関与している会社のリストを作成し、反対運動のために利用するこ

と。

tlI未亡

石炭を輸入している各国間の反アパルトヘイト勢力の協力を促進しなければならない。

ヨ‾ロッパでは、特に西ドイツ、イギリス、ポルトガル、オランダ、ベルギー各国の石炭

貿易を注目する必要がある。

日太、台湾ゝ韓国・ホンコンなどの東アジア諸国の反アパルトヘイト勢力が石炭輸入反

対の行動を起こすよう支援すること。

ミ／ェル石斗lも

シェル・ボイコットの重要性を常に念頭において、シェルに対する括勅に、いっそう拍

車をかけること。これは、今私たちが行っている最も重要な投資引き上げキャンペーンで

ある。

シェル反対運動のために、報道機関をより積極的に括用すること。特に、南アフリカ国

内からの情報は、広く活用されるべきである。

シェルに資金援助を受けている大学の調査活動は要注意である。一般的に、シェルの資

金供与契約は格好の行動日操となる。

シェル反対特別行動日を4月28日に設定し、ピケを盛ること。また、年大会は5月1

7日に開く。

マこ／二：わ芦一二ノ

マンガン鉱輸入は、北欧諸国の反アパルトヘイトのための取決めに違反する。国際的に

は、北欧諸国の対南ア姿彗削ま非常に積極的であり、その共通制裁項目は、他の西欧諸国の

緒意と比較すると、はるかに効果的である。

このことから、ノルウェー政府のマンガン鉱絵人に対する姿勢は、理解しがたいもので

ある。マンガン鉱輸入によって、制裁の厳しい法的措置が効力を発揮した後に、ノルウェ
ーの対南ア輸入は実質的に増加している。

さらに・ノルウェーは、精練済みの南ア産マンガンをスウェーデンとフィンランドに輸

出しており・近隣諸国の経済制裁の法的措吉を根底から揺るがしている。輸入業象エル

ケムは、北欧諸国の政治見解を愚弄している。

私たちは・南アフリカからのマンガン鉱輸入を直ちに禁止するよう、ノルウェー政府に

強く要請する。（訳：土井川　佳世子）

注＝町経済制裁に関する国際セミナ1』には、“ごめんだアパルトヘイト・神戸のぎ・の

土井川佳世子さんが参加された。ネルソン・マンデラ氏釈放後、経済制裁を媛和しようと

する動きのある今だからこそ、アパルトヘイト廃絶の臼まで、経済制裁の強化が急務であ

るとの諾議にたって括発な論議がなされ、上記のオスロ重言が採択された。（福地）
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南ア進出企業に関する学習会

2月26臥　3月26日と月1回のペースで、日太の南ア進出企業と経済制裁について

の学習会をはじめました。　第1回目は弁護士の林陽子さんに日太の経済制裁の現状につ

いてレポートしていただき、第2回目は司法修習生の古田さんに、トヨタの南ア進出の歴

史と現状を話していただきました。　第1回・第2回の簡単な報膚をさせていただきます。

なお、次回は4月23日（月）7時から、於恵比寿事務所です。関心のある方はぜひ参

加してください。

☆　　　　　　　　　☆　　　　　　　　　☆

日東iこおIする経損＝制裁の現三択　　　　　　　　　林　陽子

1、日太の対南ア「経済制裁」の中味

マンデラ釈放、ANC合法化という事態の変化を受け、日東政府は南アに対する経済制

裁の解除を検討しているといわれる。

日本政府は68年に対南ア直境投資を大蔵省嘗示によって禁止したのを皮切りに、85

年10月（外務大臣談話）、86年9月（官房長官談話）に現在の一連の“経済制裁措置カ

を発表した（具体的な中味についてkLJAAC編「アパルトヘイトとニッポン」を参照

してください）。

2、法規童の形をとらない制裁捨置

しかし、ロ太の対南ア取引規制はいずれも省庁の「告示」、あるいは大臣の「謀議」と

いった形で発表され、明確な法規鈍としての形式を伴わない。これら「告示」あるいは

「談話」と整合性を保つため∴法令が現実に改正された数少ない例としては、1985年

の南ア軍・警案向けコンピューター輸出禁止捨置に伴い、輸出貿易管理令の一部が改正さ

れたことが挙げられる。しかしこれも国会が法律を成立、修正したわけではない。

また日東の南ア進出企業に対しては、アメリカのサリバン原則やEC要綱にあたる行動

持針が全く存在しない。85年当時、現地の日系企業間で「日東要綱」を作る動きがあっ

たが、実を鈷ばないまま現在に至っている。

3、アパルトヘイトの廃絶をめざして

釈放直後にソウェトで行なわれた演説で、マンデラは経済制裁の鮎を世界に訴えてい

る。ANCとデクラーク政権の交渉をより毛利に進めるためにも、経済制裁の「複利」で

なく「強化」が必要なのは自明である。

具体的には、日本も包括的禁輸捨置を盛り込んだ対南ア経済制裁法を成立させるべきで

ある。その第1歩として、現在「告示」「談話」といった形式で存在する規制措置をすべ

て立法化し、あわせて南ア進出日太企業の行動指針を日大と現地の労使が協議のうえで策

定すべきであろう。当然ながら、南アでの解放運動を弾圧する軍や彗窯、白人政府の公用

に、日大車をはじめとする日太製品の便用を禁止することがこれらの中に盛り込まれるべ

きである。

これらのことが「マンデラ氏来日歓迎」を‾百回口で唱えるよりも、はるかに大きなAN

Cの支燕につながることを肝に銘ずべきだろう。
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第二回学習会　3月26日（月）

トヨタの広報資料から学ぶ

トヨタの対南ア進出
福地　秀子

古田典子さんにレポートしていただいたものを簡単に粟軌

1咽説ト］タの醐Kr胤点Jより

＊　トヨタ車が海外で初めて※CKD生産されたのは、1960年である。以来、

1981年までの22年間の累計CED生産台数は、200万台を突破してい

る。

1982年3月兼現在、トヨタ卓をCKD生産している国は、16カ国21社

である。そのほとんどは、東南アジア、アフリカ、中南米などの発展途上国だ

が，これは、CKD生産がこれらの国の工業化、自動車国産化、あるいは雇用

機会の創出といった政策に撹種的にこたえ、これに協力することを目的に推進
されてきたためである。

睾　CKD生産の形態

発展途上国でのCXD生産は、日本から輸入した車両構成部晶をほぼそのまま

組み立てる比較的阜鰯なレベルから始まり、次第に自国製品部品を組み入れ、

国産化率を高めるという方向がとられてきた。ほとんどの発展途上国は、いま
この段階にある。しかし、オーストラリアや南ア共和国などは、国産化が弾み

ほぼ一貫生産に近いレベルにまで達している。

トヨタは、こうした各国の国産化あるいは工業のレベルにあわせて、その生産

活動を着実に発展させるために、現地技術者への教育にも力をいれている。教

育内容は、工場設備の扱え付けから塗装、鋳造、機械加工など生産ラインで必

要となる様々な技術、更には生産管理、物流管理、自動車工学など広い分野を
カバーしている。

このように，トヨタの海外CXD生産は、各国の経済、産業及び社会の発展に

貢献する、との基本理念をもとに行われている。

XCXD（Complele Rnock Down）一一一一一一部品単位に完全に分解されたものを

箱謂めにして出荷し、現地で組み立て作業をほどこし、完成室にする。



2ト］タのCXD生産の歩み（1982年開束現酎

シャープビル事件　1960

1962

1966

南アでスタウト組み立て開始

南アでエンジン組み立て開始

南ア新工場完成、組み立て開始

南ア、エンジン工場稼働

3　自動車産業の概況　TOYOTA1983－1988

■1981年　南ア国内自動車販売台数　　453，542台

うち　トヨタ　　　　　　　　83，044台（シェア18％）

Xトヨタは1981年に初めてシェア1位を達成

蝉ⅩD編出に占めるトヨタ革のシェア

日本のKD棺出 �トヨタ車 � 

1983 �225，607台 �95．825台 � 

1984 �210．653台 �101．糾1台 � 

1985 �129，217台 �67．032台 � 

1986 �171，060台 �76，990台 � 

1987 �204，612台 � � 

1987 全アブ憫 �226，881台 �94．517台 �トヨタ車42％ 
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命公的歯密命命⑯歯抱食泡勉励湘金歯歯勉励歯命歯髄歯戯曲歯歯飽食禽薗地勉励禽腐食激励禽漸叡智潜

りトノブルークイサーニーl・ポイニり・トiヤ、：ノぺ－ン．l
－肝　　実行蚕員全力、らのけ平こドカ、lナ　－

勉励歯禽食密能劫金歯飽食歯胞薗歯歯禽禽胞歯金歯禽禽禽治効腐食禽歯飽食金歯禽禽禽歯愈歯腐食謝金

今、アフリカ行動香貞会のもとに「南アアリカ商品ポイコント」もしくは「具体的な南ア政府に対す
る経済㈲裁」についての問い合わせが殺到しています。そこで、私達　ゲリラ集団“coTATU・・（昨

年、12月2相に銀酵山崎にr名替白人大督Jを贈った）は、今回「ア／プルタイザー」に焦点をしぼり
Fアyブルタイザ一・ポイコアト作戦Jを展開して行きたいと思います。

◆今、なぜアップルタイザーなのか◆

綿アフリカ政脚こ対して効力のある経済凋灘というものを考えた場合、まず収り上げなければならな
いのは貴金属綾のポイコアトですが、山coTATU〟では「アップルイサーの輸入停lト」を新一の日

掛こ掛デてみようと思います巾では、なぜ今ア／プルタイザーなのでし上うか－。

（1）アノ7■ルタイザーは、喫茶店に靡かれているヒンものの場合、しっかりと雨アフリカ産を明記

している【（但し、コンヒ二ユンス・ストアー等で見られるカン入りのものは、すでにイギリ

ス産と標軒を変えているb）

（2Jアップルタイサーは、喫茶店等で多く放り扱われているた桝こ、他の南ア商品と比べて巨＝こつ

きやすい。

（3）ポイコノト迎勅の効果が直経的に現れる。（とりあえず、契茶店でアップルダイサーが置いて

あったら、店の人に事情を説明したり、置かないように勧めてみたりすることも身近にできる

迎動のひとつ。うまくしたら即時取り扱いをストップしてくれるかもしれない。）

◆具体的な取り経lみ方法◆

（1）片岡物産のアブプルタイザー輸入状況、販売形式、ルート等について、邪前に調香を行うプロ
ジェクトを作る。（ただ今、参加者募集中l）

（2J井的物産に南ア商品挿入反対の老嵐表示を行い、会社の方針を問う。
（：う）それでも輸入ストyプの意素のない場合は、

◎署名を集めて片岡物産に抗議に行く。

②片岡物産にみんなで抗議葉宵を出すn

以上が、私達が考えたrアップルダイサー・ポイコアト作勤の全舘です。もし、読書の方々の中で
「こんなことをしたらどうか」という企由がございましたら、またこのキャンペーンに参加なきりたい

方がいらっしゃいましたら、どうぞアフリカ行動香貞会までお問い合わせ下さい。
いま、ゲリラ集団“coTA′rU”ではrアyブルダイサー・ボイコット作軌においても、r名誉

白人大賢」に次ぐ企画を考集中です口南ア商品ポイコアトや経済制裁に少しでも多くの人々の関心を引

くことのできるような、マスコミに対してPR力のあるような、そんな企画お待ちしてますn

アγプルタイザ【・ボイコットキャンペーン実行寮員全

くプロデューサー〉　や堀内＆魚宮野でした†

∴り、ノ∴・＿、
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lIlIlIlIスチュワードさんのこと†lIlIl†1
田中　啓正

3月15日夕、南アから来日したアンチアパルトヘイト運動の黒人ファイター、ソウ工

卜市民協会で活動しているスチュワード・ングウェンヤ（S【erward Ngwenya）さんの歓迎

会、そしてお別れ会を行った。歓迎会が即お別れ会になってしまったのには、少しばかり
訳がある．彼は翌16日には南アへ帰らなければならなかったのである．そして、それま
でに滞在していた2過間近く、彼は日本の名所、観光地巡りをしていたのです。こう書く
と感の鋭い方はおわかりだと思う。そう彼は外顔省招待でやって来たのである。そして同
じ頃、我々行動委員会のメンバーは、同じ外務省招待で来日していた、南ア教会協議会の
フランク・チカネ師の集会のことで奔走していて、スチュワードさんには十分付きあえな
かったため、r歓迎会即お別れ会」になってしまったのである。スチュワードさんには申
し訳なく思っている。

その日の席上、彼は「ポクはソウェトでホームレスの人々の問題に取り組んでいる。日
本ではその様な問題はないのか？京都に行ったり、つくば学園都市に行ったり、そしてホ
テルニューオオタ二に泊まったりというのはもうウンサリだU　もっと違った日本を見たい
のだがどこか連れて行ってくれないか」と言い出した。それならばということで山谷に住
む友人のいずみさんに連鼎をとったところ、快くこちらの願いを聴いてもらえ、案内して
くれるということになり，メンバー5人とスチュワードさんの6人で、電車に乗り、夜の
10時に南千住都に降りたった。本来なら朝の山谷をみてもらうのが勿論良いのだが、事
情が事情なので夜の山谷訪問となったわけである凸

それでも彼は、路上に寝ている人、酒の版元機の前で酒盛りをしているオッサン達、公
園でテント生活をしている老人達を見て回り、時には話しかけ、ポク等に多くを問いかけ

という間の2時間が過ぎ、彼の表情は真剣に、そして生き生きとしていた。
はこういうことを知り、話し合いたかったんだ。今夜は、日本に来て一番意義深

い日だった。」と言い残して彼と別れた。ここまでだとめでたし、めでたし、で終わりと

なるが、そうはいかない。第一に、夜の一部分を見ただけでは山谷のそして日本の問題が

テント生括著と記念撮影一山谷で

わかるわけでもない。そのことは彼も
ポク等も十分認減している。それより
もポクが言いたいのは、「外務省招待
だから仕方ないJ　と言ってしまえばそ
うなのだが、招かれた人間の意志を尊
重せず日本の良い所（？）、ハイテク
産業の現場、観光地巡りをさせ、そし
て政府・官僚のお偉いさんが挨拶して
「ハイ、さようなら」なんていうスケ

ジュールは、もういい加減にしてほし
ということである。　ポク等にもっと
r力」がついて、ポク等の「力」で彼

のような人を招待しそして交流して行
ければ良いのだが、それはまだ少し時
間がかかるだろう。それよりも外務省
きん、臭いものにブタをして見せてい
るようですが、彼らはちゃんと分かっ
ていますよ。もっと実のある接し方、

招待の仕方を考えようよ。出来ないの
なら、ボク等市民がやりますから、余
計なことはしなさんな。
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3月23日付ウイークリー・メイル鈍に掲載された、意見広告第一弾です。

ご協力くださった皆さま、ありがとうございました。
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Ⅴ柑EKLY MAIL鵬見広告鮒

＜賛同人＞　団体4，個人73，個人匿名希望3

＜広告費＞　3，200ランド（194，880円／1ランド＝＠60．90円）

llllll息見広告にご賛同下さいIlllll
A月18日で今年の第一期を締め切ります。
また、機会あるごとに呼かけを行っていきますので，宜しくお願いします。

4月下旬、NEW NATIONと、NEW AFRI CAN紙に意見広告を掲載す

る予定です。現在、南アフリカは非常に緊迫した情勢にあります。また日本からの力

強いメッセージを送りたいと思いますので、ぜひご賛同下さい。

攣一皿此間十　二需吉iiiill軋

次回の意見広告には、3月17日に山手教会で行なわれた誘輯会終了後、フランク・

チカネ師を田んで撮った写真を掲載する予定です。

背後に掲げられた絵は、女子美大生がこの日のために製作してくださったもの。こ

の外に、入口の階段の側面を利用したアフリカの地図、会場二I啓の手すりに張りめぐ

らせた、群衆を描きたしたディスプレー等々が、いっもの行動委の集会とは一味違っ

た雰囲気をかもしたしていました。
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ジャマイカを旅しノて思ったこと

高林　敏之

2月24日から3月15日までジャマイカとこユ】ヨークに行ってきた。

ジャマイカはカリブ海、キュー′ヽの南に位置する小さな島国で、1494年＝＝ロンブス

により「発見」され1509年スペイン領となり1655年イギリスが島を政一軋以後

1962年の独立までイギリスの植民地支配の下におかれていた。他のカリブ諸国の例に

もれず、この島でも主に砂糖プランテ¶ションの労働力として黒人奴隷が導入され、彼ら

は多大な辛酸をなめてきた。現在、人口の77％が黒人で占められているが、政治・経済

の実権は粛変わらず白人や中国系住民（そして黒人エリート）に握られている。国の50

％以上の土地が、わずか1000人にもならない個人あるいは会社に所右されているとい

う。また中国系住民は、「中間搾取匡」的地位にいるため、黒人たちの憎悪の対象とされ

やすいようで、ぼくは頻繁に「チン」と呼ばれたし、首都キングストンのタウンタウンで

「ここは中国人の乗る所じゃない！」と属声を浴びせるおじさんもいた。

この国軋奴隷反乱や黒人の民族主義運動がカリブ地域でも特に盛んだったところで

（マルーンの反乱は代表的）、多くの民族主義指導者を輩出している。とりわけ、192

0年代前半、ニューヨークを拠点にアフリカ外の黒人のアフリカへの帰還、アフリカの政

治的独立、黒人の文化的覚醒と誇りの回復を訴え、センセイショナルな活動でその組織

「万国黒人向上協会」（UNIA）に一時は世界数万の黒人を動員したマーカス・ガーヴ

エイは、パン・アフリカニズムや黒人意義運動の先駆的存在ともいうべき人物であり、今

でも街の人々は英雄として彼の名を真っ先に挙げる。ジャマイカの人々は、闘いの歴史、

英雄、思想をとても熱心に語る。彼らはそれを誇りをもって語りつぎ、紙幣・貨幣の肖像

や胸像として残し、レゲエで歌っている。彼らのアフリカへの思いは様々で、はっきり

「アフリカは私の祖国」「アフリカへ帰りたい」という人もいれば、「アフリカは行った

ことも見たこともないのにどうして祖国であり得よう。ジャマイカこそ祖国」という人も

いる。しかし一致していることは、自分たちのルーツとして大なり小なりアフリカを意義

しているということだ。

こうしたお国柄であるから、当然のことながら南ア問題への関心は高い。誰もがジャマ

イカの生んだ英雄の名とともにネルソン・マンデラの名を挙げ、億える。マンデラ釈放の

日にすでに滞在していたという観光客は、街中で「マンデラ釈放をどう思うか」としきり

に聞かれたという。レゲエでもマンデラやアパルトヘイトについて多くのミュージシャン

が歌っているし．新聞でも南ア関係記事の掛いは大きく、マンデラのアフリカ歴訪につい

ては逐一報告されているほか、シスカイのクーデターと争乱、ボプタツワナの民衆蜂起も

大きい扱いで、後者など地方紙のトップ記事だった。

ジャマイカには多くの観光客が訪れており、特に北海岸はずっとリソート化され白人

観光客（特にアメリカ人）で溢れかえっていた。「賽庭」で呑気に逢びまわっているとい

う風であるが、「美しい海」が奴意制の悲惨に彩られていることを少しは感じているのだ

ろうか。日太人の観光客も予想外に多く、例外なくレゲエのファンで、サウンド・システ

ム（日東で言えばディスコといったところ）に一度は行ってみようという若者たちだった。
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サウンド・システムはジャマイカ大衆文化の土台といってもいいものだから、それを体験

することには何の反対もないが、それだけだはなく少しでもいいから歴史を知ろうとすべ

きじゃないだろうか0掛こレゲエ・ファンと名乗る人は、なぜレゲエ・ミュージシャンが

多少の差はあっても、抑圧や、奴隷制や、アパルトヘイトを歌っているのか、レゲエを聞

いててそのことを少しも疑問に思わないとしたら、鈍感だと言われても仕方がない。もち

ろん最近八ヤリの他のカリフ音楽tアフリカ音楽の「ファン」とて同じ。「トレンディ」

だからと言うだけでファン面すること自体、音楽への侮辱だが、いくら上手く刷れても、

その軌の文化・歴史もアパルトヘイトにも興味がないというので軋フアン失格だ。日大

で黒人音楽がこれだけ聞かれるのに、黒人への偏見が消えず、アパルトヘイトに対する関

心もなかなか高まらないのは、こうした文化のうわずみだけすくうような接し方に原因が

あるように思えてならない。

亡コ－⊂】－⊂コllおたよりオゝら⊂コ－⊂コ－⊂コ■■

今日2月27日は、マンデラがルサカにやってくるということで、ザンビアではナ

ショナル・ホリデーとなりました。朝よりラジオはマンデラ特集です。平日は17

00ごろより始まるTVも、今日は13　00より放送を始めました。13－00ご

ろより、空港につめかける人々の様子やインタビュー、そして1415マンデラの

乗るQZがルサカに到着。カケンダ大統領を初めとするザンビアの代表プラス前線諸

国の、ジンノヽフエ・アンゴラ・タンザニア・ボツワナ・モザンビークの各大統領、ク

ラ‾クカナタ外務大臣、そしてPLOのアラファトの出迎えです。

その後、マンデラのスビ⊥チです。力強いメッセージでした。ラジオのマンデラの

スピーチを録音しました。興和iあるようでしたら、送ります。

今週中ルサカに行くことがないので、TV・ラジオを通してしか、彼のルサカでの

行動をみることができません。放念です。

私は4日より、ジンバブエに行く予定です。飛行機でなく、陸路で行くことにして

いてよかったです。4日というのは、マンデラがルサカを去る日ですから、空港は大

変な混雑が予想されます。

それではお元気で。日大でもかなり大きくあっかわれているのでしょうね。

2月27日　　　モンゼ（ザンビア）　　　荒大　美奈子

お元気ですか。

こユ‾スレタ‾3月号．3月12日に着きました。私の原稿もしっかり使っていた

だいて‥・。（あとでもう少しキレイな字で書けばよかったと思いました。）

先日のマンデラ釆タン（？）はt新聞・ラジオを始め急に休日が増えたりするなど、

たいへんなフィーバーぶりでした。その特集の凝誌を1冊送りましたが、届きました

か。明日はいよいよナミビア独立の日ですね。JAACからだれか行っているのかな

？　では、また。

3月20日　　ダルエスサラーム（タンザニア）金山　麻美
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励喝癖噸峨♂ 遠　山　　健

A．ヨー久しぶりじゃ犯－かヨ、生きてたか、どうだい調子はり

B　お前こそ元気そうじゃね一札まあ相変わらずだな。

A　耳が一時聞こえなくなったって聞いたぜ。

B．アア、半年はどな、今では聞こえるようになってきたよ，お前のほうはどうなんだ

だいぶ顔も変わつちまった感じだぜ。

C．ハ【イ1

A　そうだろ、いい男が台無しだぜ、でもな連中のシコキもゆるくなったよ、どうやら

本当に′卜者だと気が付き始めたんじゃわーかな。それにしちゃ一随分時間がかかっ
たけどな。まっすく歩くのが大変だせ。

B－なるほどね、でも他の奴らはとうなっているんだろう、噂も聞かないぜ、もしかし

たち・・

A：よせよ、変なこと考えるのは。ところでヨーお前の所に変な手紙が来なかったか？

B．変な手紙り

A　そう、変な手紙、読めわーんだ。絵みて－な字でヨむ

B：英語じゃね－のか？

A：うん、どうやら日本からのヤ、ソらしいんだ。全く読めね－んだけと、英語で大まか

な説明みたいのが書いてあるんだ。
B　アレ、それもしかしてエリ、ソクの奴の紹介っていうんじゃね－かな、あいつ此処を

出てから日本に招かれて行ったそうだぜ。そこで何かやらかしたに達いね－よ。
A　でも軌、たせ、いままで家族からかせいぜいヨーロッパからだもんな一。鬼の絵ハ

カキみたいなのにチャイナタウンの字がど・ソチリだからよ－。

C　アッ、俺も貰った■そう、お前と同じ鬼の絵ハカキだろ。あれはピーも俺たちだけ

じゃね－みて－だぜ、ビチヤナの奴も首傾げてた。ちらほら噂になってら。
B　来月のこの時間にでも持ってきてみせてくれ、その絵ハカキ。

C　妙な気分だけど、悪くはね－よな。

これはロへン島監獄の息抜き時間中の架空鼎談である。残儲刑の凄惨さもしかリI人間

にとって最も苛酷な孤独と監視の中で彼らは耐えぬいているのでありましょう。肉体的痛
みもさることながら、「もう反アパルトヘイト運動は下火だそ」であるとか「外の奴らは

お前のことを完全に見捨てているそ」などという心理面での攻撃も相当のものがありまし

ょう。

好ら仁給いっ節－の好日をごめr覇許を穿きゑいぬ／アンタは一人ではない、微力なが
ら私も応援しているんです、と。方法は簡単、ニューースレターに掲載される人へハガキで

しかもl日本語で書くのです。三分の二程日本語で書いてくだされば、残りの三分の一一に

私達が要旨を英語に翻訳します。ハガキに卦、て、たったの70円切手を貼って封筒に入
れて行動委員会にお送りください。とこにいても簡単にしかも安価で出来、かつとれほど

彼らを勇気付けられるか分からない反アパルトヘイトl是非やりたいですね、急がないと
アパルトヘイトが廃止になっちゃうぞl

※毎月第四土曜日P邪：30より文京区婦人センターにて「手紙委員会」をやっていますマル



ソウェトの幼稚園の先生からの手紙

2月1．ヱ＿旦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D．’1∴　さん　21歳

rネルソン・マンデラ釈放！J私達には素晴らしい出来事が訪れました。彼は1ユ

日に釈放されて、13日にはFNBスタジアムの大集会にやってきました。制服を着

た児童やANCカラーに身を包んだ人々で、ものすごい混みようでした。その日から

みんなは「新しい南アフリカ」といって、ANCの旗を熱狂的に振り回したり、歌っ

たり、スローガンを唱えたりするの（もちろんトイトイ一一一南ア黒人がフリーダム

ソングを歌う時に踊る一一一も）。もう、幸せ過ぎて、まるで生まれ変わったみたい

な気持ち。でも、保守党は私達の父マンデラの釈放にとても怒っています。
13日、私の幼稚園の生徒は朝ご飯を食べようとしないの。子供達は「マンデラ！

「マンデラに来て欲しい日　と言って。だから外に出てよその男の人に、　r子供達が

言うことを聞くように、マンデラのふりをしていただけませんか」と頼んだんです。
「この人がネルソン・マンデラよ」とだますと、子供達はやっと機嫌良く朝ご飯を食

べ始めたの。もうここでは、誰もがマンデラのことに夢中！

私の2歳の娘も今年からこの保育園に来るのよ。

旦且尾上＿巳
ネルソン・マンデラの釈放を日本でも祝ったときいて、とても幸せです。あの口は

忘れられない日です。私達は一晩中お祝いしていました。

ところで、今私の住んでいる所はとてもいやなの。ここは掘ったて小屋みたいなと

ころで、雨が掘ると中には入り込んできます。私達はそこを借りていたんだけど、家

主が立ち退きの通知を持ってきたんです．私達は混乱して、どうしていいかわからな

くなったので、仲間に相談し、家主の所にいってもらいました。そうしたら彼女は黙

ったままで、もし何か間違いがあったりしたら、罰を受けると言ったのです。

私達はこの南アで、アパルトヘイトと闘っているけれど、私達豪族を苦しませる人
々もいます．月末には、どこに行ったらいいかわかりません。4万ランド（約240

万円）から5万ランド（約300万円）で家が売れようとしています凸

闘いとともに前進を！

アマンドラ！



朗　アンチ　ア′ヾルトヘイト　ニュースレター

平和を求めるコーラスがカセットに

行動委員会の集会などでいつも〝コシ
シケレリ　アフリカ”を歌って下さる門

間フ7ミリーのテープ「コイノ二ア」が

完成しました。

反アパルトヘイトだけにとどまらず、

反原発、東チモール独立運動，そして袴
田應きんに対するえん罪への抗議など、

人格に対する抑圧に対して抗議していく

姿勢。それを歌でというスタイルを持っ

ている、素敵なファミリーです。

幸枝さんの澄んだ歌声で、人間に対す
る優しさと一家のハーモニーが、私達に

さわやかな風を送ってくれます。

門間ファミリー（ゴスペル・ファミリー）

正伸卜幸枝・愛輝・直弾

〒189　東京都東村山市青葉町3－12－5

tl〉L O423－94－4127

友情出演　生田　革式，卯月　憐一

aギク己9
％0∽相加ルα

平和を求めるコーラス曲

ロッキーリ＼リケーン

イェ三′ユプコ

マウペレ

コシ・シケレリ・アフリカ

祈り

碗
mGWEL長都耽y

＿スケミクニL　－－ノlノ

4月12日（大）7時

『ニュースブリーフィングを読む会』　文京婦人センター

23日（月）7時

『南ア進出企業に関する学習会』

28日（土）6時半

『南アに手紙を善く会』

恵比寿事務所

文京婦人センター

＊大学の試験のため休んでいた『たむ』さんが復崩したので、楽しく編集作美ができまし
た。：寧黒人側の「経済制裁を続けて」という叫びが、どうして伝わらないのでしょうか。
藤田みどりさんまで、「黒人側が要求するF一人一票』に向けて政府が真李な対応を示す
のであれば、日太も経済制裁の是非を真剣に討議してもいいにではないだろうか。」と善
くに至っては・呆れてしまいす。経済制裁をロでは唱えても、抜道さがしをすでに日夜
「真剣に討議」しているのが、日太政府・財界の姿であることは充分御存じのはずなのに
＝・。チカネ氏が、渋谷の飲み屋で「財界の昼食会に招かれ、大勢の偉い人に紹介はさ

れたけれどスピーチはさせてもらえなかった」と笑っていました。彼はとっくに日太の政
・財界の反アパルトヘイトはポーズに過ぎないことを見透かしているようでした。（高柳）
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