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NO．25　　1990年　5月　発行　アフリカ行動委員会関目

スクオッタ一・キャンプの典型的な家。ここに4～5人が住む（撮影：上林陽治）

アパルトヘイトの最前線一南ア・スクオッター訪問記

ウィラーズ・ファーム学校建設資金カンパのお願い

南アフリカの動き（3．25一一4．23）

ナミビア・ナウ（6）独立　人模様

釈放された解放闘争のリーダーたち［1］
ロンドンロックコンサートにおけるマンデラ演説

インターナショナル　グループからのお知らせ

新着資料
オーストラリア旅行記

ウイークリーメイル落穂ひろい

A LUTA CONTINUA（JAAC Kansai English LangtJage Group）

太の紹介

5月生れの死刑囚に手紙を！

南アフリカ帰国報告会
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アノヾル　トヘイ　トの最前線
一一南ア・スクオッター訪問記－

上林　陽治

南アフリカの中心都市ヨハネスブルグから南に車で30分程行ったウイラーズ・ファーム。

荒涼とした景色の中に突然、掘っ立て小屋の群が現れます。その風景は、ヨハネスブルグの街

並みはもちろんのこと、黒人居住区ソウユトのそれとも掛＃れたものでした。

ウイラーズ・ファーム（Weiler’s Far■）は白人地域です。ウイラーという人の名をつけた

農園になっていますが、最隆の影も形もありません。ここには約三万の黒人が居住しています。

しかし、彼らは「スクオッター（Squatter）＝不法居住老」の烙印を押され、強制移住の恐怖

におののいているのです。

南アに滞在していた3月のある日、侯は一日をここで過しました。ここは南アの様々な問題

が集積する「アパルトヘイトの最前線」だと侯は思うのです。そして、南アで最も孤立した人

々だと僕は考えています。

アノヾル　トへ一r　ト「ぐのス　クオーニ′タ－

スクオッタ一・キャンプと呼ばれるところは、世界中どこにでもあります。しかし、アパル

トヘイト下のスクオッターは、単にスラム開港の範ちゅうにとどまるものではありません。彼

らの存在は、アパルトヘイト法そのものに触れるのです。

集団地域法（Group Area Act）は、アパルトヘイト諸法の根幹のひとつです。これは、各人

種で居住地域を定めたもので、これにより白人は広大な土地を所右することができるのです。

白人地域内の不法居住は、まきにこの集団地域法を脅かすものなのです。

弓重視l移住

1987年6月から、彼らへ・ウイラーズ・フ

ァーム・スクオッターへ一に対する強制移住が始

まりました。場所は近くのアレンジ・ファーム。

しかし∴移住先には学校も、病院もありません。

そして、水は川から取らなければなりません。

ウイラーズ・ファームのスクオッターの歴史

は長いものです。その間、彼らは自分たちで学

校、病院、そしてポンプ式の井戸を作り、水道

を引いたのでした。

強制移住は、共同体にとって必要なものを破

壊することから始まりました。真先に破壊され

たのは病院でした。侯を室内してくれたM氏は、

「ここが待合室、そこが診葉書だった」と指差

しながら数えてくれました。現在、ここには一

人の医者もいません。子どもたちには栄養失調

と結核が広がっているといわれています。一斗
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ス　ク二才■っ′タ－　ー　キャこ／プの形≡武
ここに居住する人々は、一体どこからきたのでしょうか。一般に南アでいわれているのは、

農村から都市に流入してきた人々だ、ということです。仕事が無く、ここに住みつき始めたと

いうように理解されています。しかし、その理≠削ま誤りです。彼らは今まで、白人地域で、白

人家庭で働き、白人たちに様々なサービスを提供していた人々なのです。

ある老人に会いました。年は68才。ここに来て四年経過しているそうです。17才の時、

トランスカイからヨハネスブルクに出て来て、それ以来、50年近く白人家庭の「ガーデンボ
ーイ」として働いてきたのです。奥さんも住み込みで働いていました。二人で200ランド

（現在のレートで約12000円。1ランドは約60円）の月給でした。

南アでは、黒人子弟は教育が有料で、かつ、義務教育ではありません。月に150ランドか

かるそうです。そのため、三人の子どもを学校に通わせることはできませんでした。今、子ど

もたちは父親と同じ様に「ガーデンボーイ」として白人家庭で働いています。

この老人は、ある日、雇主である白人から突然解雇されたのです。理由は「年をとりすぎた」

からでした。収入がなければ、黒人居住区に住むことはできません。黒人居住区の住居はほと

んどが行政のもので、家賃（ソウェトでは、家賃・電気・水道代の平均が合計50ランド位）

を支払えなければ、住むことはできません。そして、彼はここに流れ着いたのです。

スクオッター予備軍はソウェトをはじめとする黒人居住区内にたくさんいます。

ヨハネスブルクのある弁護士事務所で、60才ぐらいの女性に会いました。彼女は現在住ん

でいるソウェトの家を追い出されようとしているので相談に来たのでした。豪は夫の名で信用

していましたが、その夫が昨年暮死亡。そしてある日、ソウユトの市行政（アパルトヘイトの

束臨機横）の役人が彼女を詰れ、一枚の書類を示し「サインをしろ」と命じました。文盲だっ

たため彼女はサインをしましたが、それは「立ち退き承諾書」たったのです。

スクオッターへの危機は、黒人の中でも特に老人、女性などの弱志に集中して訪れているの

です。

二＝く　クオッタ一一（Z）子とさも達

彼らは自分達で学校も建てました。しかし、それも破壊されたのです。強制移住を進めよう

としている役所はトランスノヽ－ル州行政機構。ここの役人達は、南ア軍・警案を連れてここに

やってきました。そしてスクオッター居住巷を欧釘しながら破壊を進めてきたのです。

学校が破壊されたあと、彼らは再び自分達で学校を建てました。しかしそれは、トタン板と

古材で出来たものでした。

この掘っ立小臣のような学級臥マサカネ・コミュニティー・スクールといい、現在110

人の児童がいます。ここに学校を再建する段階で、ウイットウオータースランド教会協議会と、

ソウェト市民協議会の支種が入るようになりました。現在ここで教員をしているのは、ソウェ

ト市民協議会が送ったボランティア教師4人です。学校には窓ガラスもなく、すきま風が入り

ます。冬になると凍えるほど寒い。雨はトタン屋根に容赦なくあたり、教師の声は聞えなくな

ります。「雨が降れば授業は中止さ」と、教師の一人は語っていました。

この学校は授業料をとっていません。すべて、スクオッターの人達の自助努力と、南ア果人

達の支援でまかなわれています。しかしそれでも、学校に適えない子ども達がたくさんいます。

それは、子ども遠が大事な労働力であり、そして第2に、一時間以上も歩いて学校に適えない

からです。3万人の人が住んでいるのに学校はたったひとつだけ。近郊の別のスクオッタ一・

キャンプにも学校は無く、ここまで歩いて乗るのです。
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壬監抗と：裏切り
強制移住の動きは、1989年2月に「不法居住禁止法（SquaterProhibltedAct）」が保

守党（Cp）の推進で法㈲化されるにいたって、強まりました。

もちろん、スクオッターの人々は黙っていた訳ではありません。委員会を作り、強制移住問

題に対処しようと団結を始めました。しかし、様々な裏切り、弾圧に会わなければなりません

でした。

スクオッタ一・キャンプには深刻な対立があります。それは強制移住に反対する人々と、移

住に同意している人々とのものでした。後者は、南ア響祭と結びつき、反対派の人々を次々と

弾圧していったのです。現在までに6人が殺されていました。移住反対派の弁護士を買って出

ていた白人が、実は、移住推進派の弁護士をも勤めていたという事実が、昨年9月に発覚しま

した。あるスクオッター委員会のメンバーはこの事実に泣きたしてしまったそうです。

撃案に息子を殺された母親に会いました。

彼女臥二人の孫（死んだ息子の子ども）◆

を育てています。1989年5月18日、

強制移住に反対する人々は、近くのフィー

ルドで反対集会を開きました。そこに琶案

が乱入し、ゴム製を発射し25才の青年が

死亡しました。

母親は息子の写真と、彼の身分証明書を

肌身離さず持っていました。そしてサイブ

には、息子の死亡診断書が入っていました。

それには次のように書かれていました。

「デビッド・マカティナ」

1964年1月14日生まれ

男

黒人

1989年5月18日、

ゴム弾の胸の貫通にて死亡

子ども達の母親は出ていってしまいまし

た。しかし、家には送金されています。彼

女の仕事については教えてもらえませんで

した。

民∃三南ア＝7リカもこむlナて
僕は一晩をここで過ごしました。掛、家なので・客人用の部犀などもちろん無く、ベッドを

ひとつ奪ってしまうという結果になりました。

夜、寝ていると、革庚を渡る小石まじりの風が、トタンの壁をガタガタと揺らし・家全体を

振動させます。熟睡できず、ウツラ、ウツラしていると幸のエンジン音が聞えました。そして

誰かの話声。
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幸はオレンジ・ファーム（強制移住先）から来た警察のものでした。3人の黒人警案官を乗

せ、侯を世話してくれた家の人を起し、「あの日東人は何者だ」とたずねたそうでした。

ウイラーズ・ファームに臥強調J移住を進めようとする州行政の事務所があります。日中、

僕がウロチョロしているのは当然発見され、警案に言ったのでしょう。

操り返しますが、このスクオッター問題は非常に孤立しています。そのため、アパルトヘイ

ト政権駄勝手なことができるのです。「僕がここに来たことで、あなたたちに迷惑がかから

ないのか」とたずねました。あるメンバーは「そうかもしれない。しかし、多くの人に知って

もらうことで、それが「システム　（南アの果人達はアパルトヘイト政権をこのように呼ぶ）

に圧力がかかるんだ」と答えました。

今、南アフリカはアパルトヘイト廃絶に向けての「交渉」の段階にあります。しかし、自人

達の中には、アパルトヘイトに固執する勢力も根強く存在しているのです。今後の方向は、両

者の力関係によっているといえます。

ところで、「交渉」がうまく進めば、今年中に1万5000人の亡命者が南アに帰国します。

彼らは短回した段階で「ホームレス」になるわけです。

スク才ッターの人達の連動は、南アへの帰還著聞趣をも射程に入れたものになっています。

月に2度、各地のスクオッタ一・キャンプの代表が教会協議会の事務所に集まり、ミーティン

グを持ちます。

「スクオッターでは、全てが問題なのだ。教育・医療・雇用などなど。私達は、南アの未

来一民主南アフリカーのために闘わなければねらない」。僕が出席したミーティングでのしめ

くくりの言葉でした。

ウィラーズ・ファーム学校建言受資金カニ／ノヾのお願も－
ll酬酬酬醐削冊晰備酬瞞酬酬隅闇㈱脚椚州側Ml

ウイットウオ＝一夕ースランド教会協議会では、ウイラーズ・ファーム・スクオッターキャ

ンプに学校を建設しようと考えています。

私達のところに、その建設資金の要請がきています。私達は、この要請に応えたいと思い

ます。度重なるお願いで申しわけありませんが、ぜひとも、この緊急カンパにご応募下さ

いますようお願いいたします。私達の支援で学校が作られれば、南ア警嚢は、めったなこ

とができなくなると考えられます。支援は「海外からの監視」の象徴になるからです。

なお、カンパは次の要領にてお願いいたします。送金先買藍薫　億遠

目綾領　300万円

郵便振昔用紙の裏面に、スクオッターの人々へのメッセージ等をお書きください。私ども

で芙訳し、彼らに送付いたします。もちろん、英文でのメッセージは大歓迎です。

よろしくお願いいたします。

ア＝7　リ　力行動委員会
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南アフリカの動き（3．25～4．23）
一一一アパルトヘイトの暴力はまだ続いている一一一

「‾‾‾‾－‾‾‾▼‾‾▲‾▲‾‾▲▲‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾一一一一一一一一一一一一一1－－－一一一一一1－「

；晰イウリ小吼脚＝竜一承ヰヨ磯，ST＝スター親S腱他タン乱口臣テーイげがソチ乳　毒
し一一一＿＿日日＿▼日日＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿▼＿▼HH＿＿＿＿＿日日▼＿HHh＿＿＿uH＿＿膿」

＜3月＞
榊　0209‾0309までに、76の政治集会が酋ア警察によって解散させられた、と法務大

豆が議会で発表。
22　警察発表では、この日一日だけで100以上の暴力事件が発生。

23　ソウェトおよびアレキサンドラを中心としたヨハネスブルグ地域で6000人の教師

が3週間のストライキに突入労働条件改善、黒人の超過密教音や教員不当蘇雇抗議

を唱えたものだが、学生に対する一挙軌こ戻ろう′キャンペーン　を滞らせる可能性
があるが、教育訓練庁も彼らの要求に耳を傾けるべきである．（佃）

26　ヨハネスブルグ南部の黒人居住区セポケンで、5万人のデモ参加者に向かって警察が

発砲、447人が負傷、17人が死亡∴警告も、催涙ガスでの威麻も無く発砲が始ま
ったと証言者は述べている。

28　ホームランドの一つ・ベンダでkL学生組織が指揮したデモが行われた。3000人

の参加者は地方警察まで行進し、フランク・ラベレ大成領の辞任と、ベンダの南アフ

リカへの再編入を要求．警察の大衆に対する発砲を非粟した。
29170人から220人が裁判なしに拘禁されていると人権委員会qumanRlgbts C。m一

皿⊥SS⊥。n）が発乱また03．29現在、非常事態宣言法によって拘禁されている人の総数は

112人であるが、これは拓Cに報告されたものだけであるので、実際は150人

以上によるものとみられる．
29　ccB（市民生活局＝ClVllCorporatlOnBureau：南ア国防軍の末端機構的存在）は、

ツツ主教、プーサック師、チカネ師、アルベルチナ・シスル女史など反アパルトヘイ

ト活動家を暗殺しようとしていたことが、元CCBメンバーによって明らかになる。

（ST）また、昨年9月に暗殺されたナミビアS舶用幹部のアントンリレポウスキー氏の

動向を監視するよう命令された、とも告白した．しかし、CCBの地区責任者が、ル

……相アフリカ共産党の旗を掴刑錮看守（嘲……＊ 
ヨハネスブルグの刑務所の、看守と囚人の違いは何か9－－それは、看守はANC 

と共産党の旗をもっていることだ∴刑務所での生活は、彼らが見張ってる囚人達とそ 
う変わらない。看守達の生活する場所は、薄汚くセメントの中だ。タイルもカーペッ 

トもない8囚人達が使った古いベッドや毛布が部屋に並べられている。看守達は囚人 
と同報、人種別にされている。黒人は囚人のように番号で扱われ、所内の様々な所に 

配置される。自人達に比べて拘束時間が長い。しばしば、逃亡を試みる四人のいる危 
険な場所に蔵かされる。白人は役軌こ就くか、図書館・本部勤務が多い。 

※3月下旬より、全国で黒人の看守が労働条件改善、黒人管理職、給料値上げなど 

を要求してストライキに入った。ケープタウンのポルスモア刑務所を始め、イー 
ストロンドンのフオートグラモガン刑務所では131人の看守がストに入った。 
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ポウスキー氏殺害の前日（19900912）、偽名でナミビア入りした情報については否

認，また、9月初旬には、‘ルポウスキー計画’が話し合われたはずの会合があった
という0　（SW）

31教育ボイコットや、在宅ストを呼びかける集会の禁止令は、政府通告により199qO4

01から19910331まで延長される事になった。これは、今年3月某日で切れることに

なっていたものだったっ国内治安溝の第46粂3－a項は、教育ボイコットを求める集会

や、労働関係法第65条で認められていない全てのストを禁止しているっ

＜4月＞

03　デクラーク大歳領、政治不安を抑え、居住区での暴力に対する白人の恐怖を緩和する

ため黒人居住区に軍警察隊を導入するとの声明を出す。マンデラは、地域の黒人リー
ダーとの話合いがないかぎりは逆効果として非難。また、法秩序大臣のエイドリアン
・ヴォルクを‘黒人の心情に対して何の理解も示さない、最も非協力的な人物′　とし、

プチレジのインカタ組織との共謀を非私（が十rイアン紙′イギリス）

04　ナタールでは臨時病院が開設され、救済培関が毛布や食糧を送り込んでいる。インカ

タが、親戚参加を拒んだ人々を川へ投げ込み、たくさんの子供が死んだ。溺死した7

歳の娘を失った母親（23歳）は、「まだ自分の子供を見つけられずに川岸を捜して
いる」と証言している。（ST）

05　ANCの南ア国内事務所の開設に閑し、東ケープ地域に14人のメンバーが任命され

た80401のマザウ工ルの、20～50万人という南ア史始まって以来といわれる政治

集会では、翌日のポートエリザベス事務所の開設が発表された。（叫）
05　マンデラ氏、内戦で‘死の谷’と化したナタールのイムバリ地区を訪問。他のANC

幹部との訪問の間、真夜中にまだ戦厨が続き、多くの死者，豪を失った人々が出た，
23　ダーバンのドルブイで、外国人労働者の雇用に反対する抗議行動が行われた。ANC、

UDFらの支持をえたが、即時解雇された。
田村敦子，　松島
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ナミビア・ナウ（6）〔独立人模様）
」二林　陽治

独立はナミビア人にとって、誰もが歓迎すべき、そして喜ばしいことであったに違いな
い。しかし、その受取り方は、人によって異なる。人はそれぞれ過去を持ち、そこに照ら

して今を見る。
3月21日の独立から、二・三日かけ、ナミビアの普通の人々の声を拾い歩いてみた。

☆ウェデリング・Ⅴ・ジェアース　　23才　男性

ナミビア南部で生まれ、そこで育った。1986年、高校生の時、国境を越え、アンゴ

ラのSWAPOキャンプに行った。そして、ナミビア人民解放軍（PLAN SWAPO

軍事部門）兵士として1989年まで活躍した。PLAN兵士は三か月の基礎訓練で前緑
に送られていたが、被も同様の道を歩んだ。今は無職。新政権の撃察か軍隊に就職したい
と思っている。私と会った目の翌週、SWAPO本部にそのためのレポートを提出すると

語っていた。

［SWAPO拘禁者問題について、どう思う？〕（この点は後に詳しく触れる）
「全部が南アのスパイだとは思わない。しかし、南アのスパイは確かにSWAPOキャ

ンプに入り込んでいた。奴らはプーア（南アの白人政権を指す）のために情報を流してい

たんだ」。

☆レイモンド　　23才　男性

現在、ナミビア・キリスト教協議会（CCN）の奨学金を得て西ケープ（南アフリカ）
大学学生。ナミビアにいる時は、ナミビア全国学生機構（NANSO）のオーガナイザー
だった。NANSOは1988年にナミビア中に広がった学校ボイコット（南ア軍基地撤

去を要求）を組織した団体。この運動が起こった時、被はすでに西ケープ大学の学生だっ

た。「俺が育てた後輩たちががんばったのき」。

母親の手ひとつで育てられる。母親は白人家庭のメイドとして働いていた。「Ⅰ）TAに

投票したんだ」と、掛ま語る。「もちろん俺はSWAPOさ」。

小さい時、なんでこんなに貧しいのかと思った。母親を詰問したこともある。しかし、

今は母親を誇りに思う、と言う。
「母さんこそ、南ア植民地支配の犠牲者だった。母さんの世代は、最も被害を受けてい

た世代なのさ。その中で、俺を育ててくれたんだ」。

［将来の希望は？　大学に残るの？］
「いや、卒業したら、ナミビアにもどり、人々のために働く。それが俺の望みさ」。

出身エスニックは何、と聞いた時、「ナマ語を話すナミビア人さ」と答える。ナミビア
はひとつ。ひとつでなければならない、という信念を持った青年だった。

☆カレン　　27才　女性

元SWAPO拘禁者．1987年アンゴラに亡命、1989年帰国。足かけ三年間、
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SWAPOキャンプの地下牢に入れられていた。1987年当時、ナミビア北部オバンポ

に住んでいた。ある日、PLAN兵士が来て、「学校に行く機会を得たいなら、亡命をし

てSWAPOキャンプに」と誘う。そして彼女は歩いて国境を渡った。

SWAPOキャンプについて、しばらく経つと、セックスの強要を迫られる。拒否する

と、数日たって、「スパイ」として拘禁された。取調べは厳しかった。南ア警察が行なう
のと同じような拷問を受けた。スティックでの殴打、電気ショック等々。

昨年、亡命ナミビア人の帰国に際し、釈放され帰国した。両親はSWAPO支持者。ゆ
えに両親の元へは帰れず、現在、元SWAPO拘禁者夫妻のところに身を寄せている。

彼女が身を寄せている家庭は、夫が拘禁者両親の会を作った人物。彼は1977年に三
か月拘禁された。奥さんもナミビア初代大統領で、SWAPO議長ヌヨマ氏の奥さんとと

もに二年間拘禁されていた。彼女自身、＊ヌヨマの姪にあたる。
「独立式典はまるで学芸会だったね」と夫は語る。そして、「拘禁者問題について

SWAPOの人達は常に口を閉ざしてきた。自分の身、ポジションが危ないからさ」と話

す。（＊大統領白身が記老会見でヌジョマは英語で、太当はヌヨマであると話した）

☆ジャッキー　　24才　女性

彼女はケープタウン生まれ。カラードというが、見かけは黒人。カトゥトウラ（ウィン
ドフーク郊外の黒人居住区）に来て一年。夫クレメント（後述）と結婚してナミビアに。

ナミビアの市民権は在住五年で取得できる。結婚した場合は二年で得られる。彼女はナミ
ビア市民権を取るという。しかし、その場合も南ア市民権は捨てない。「その方が便利だ

から。国際的にも南アの方が通用するわ」。

彼女はカトウトウラが好きだという。「ここは様々な肌の色の人が一緒に生活している

わ。ケープタウンでは、カラード、ブラック、ホワイト全てが分けられ、そしてお互いを

知らなかった。私の父は、ブラックに何が起きているか、よく子どもたちに話してくれ

た。兄はANCのメンバーで、警掛こ捕まった時顔が変形する程なぐられ、毒まで飲まさ

れたわ」。

けミビアの将来についてどう思うり〕
「回りの皆は、今は希望に満ちている。そして、明日にでも、白人のような大きな家に

住めると思っているのかも知れない。でも、それは幻想に過ぎないことをそのうちに知ら

なければならないのよ。

ナミビア独立憲法案を見た時、びっくりしたわ。なぜ、労働者の権利の項目がこうも少

ないのかって。これから労組と政府の間で、争いがおこるかもしれないわね」。

☆クレメント　　　28才　男性

ジャッキーの夫。二人とも法律事務所に勤めている。ジャッキーとは彼が酉ケープ大学

在学中に知り合った。彼は在学中、NANSO西ケープ留学生支部の委員長を勤めてい
た。独立式典の三日前項から、彼はカトウトゥラのNANSO事務所にはりついて・横断

幕を作っていた。

彼はナミビア南部生まれのカラード。18才になるとナミビアでは徴兵制で引っぼられ

る。彼はSWAPO軍と斗かうのを拒否してケープへ逃げた。当然、南西アフリカ警察は

彼を捜した。母親の家に逃げていた時、警察が来た。彼はベッドの下に隠れていたとい

う。母親は知らないの一点張りだった。
「俺は南ア国旗が引き下されるのを見たいんだ」。独立式典の行われた競技場に行く道

すがら、彼は繰り返し言っていた。
［外国企業からの投資をどう思う？〕
「雇用が増えるから歓迎されるよ」彼はナミビアの労働者の状況をひとつひとつ数字

を挙げて説明してくれた。

みんな、いい奴だった。
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釈放された解放闘争のリーダーたち［1］

豹漸減・ムクワ小粒抜海扉

1923年、農家の13人兄弟の長男としてケー

プ州に生まれる凸

6年生を終え事務職や沖仲仕として働く。

1950年初頭、ボートエリザベスにて、ア

フリカ蕨物労組の創設者となり、後に、

胃ア労阻会議の財政担当となる。同時に、

南ア共産党のメンバーとして括動を続け、
1952年には、東ケープでのディファイアン

ス・キャンペーンで、リーダーを務める。

1956年に、国家反逆罪に問われ、地下に薄

行する。外国の援助や軍事訓練を受けるた
めに南アを脱出。後、庵秘で南アに戻り、胃

ア国内におけるウムコント・ウェ・シズ

ウェ（ANCの武装組織）の最高指揮官

となる。

警官との衝突で彼が傷を負い、その看病
にあたったのが縁で、当時看護婦をして

いたイレーンと知り合い、恋におちる。

しかし、誇堀・する校会に育まれぬままに

柑64年に迂挿され、リボニア裁判で終身刑

を受ける。

ANCのリーダー、ウィルトン・ムクワイ氏（65）が拘禁をとかれて帰って来た。

そして、一人の女性がいた。彼女は何年も、彼の帰りを待っていた。

けれども彼女は、彼を迎えることができなかった。
一一一彼女の名は、イレーン¶‥

彼女は、川ヶ月まえに他界していた。

もし、彼女の死があと一年避ければ、二人は刑務所の鉄格子に阻まれることなく

詰堰生活を送ることができたであろう‥・・・・
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ムクワイ氏が連絡された2蜂前、二人はすでに恋人同士だった凸けれども二人には美

始として生活する機会が全く与えられなかったのである。
ムクワイ氏は、ANCの武装闘争集団であるウムコント・ウェ・シズウェを率いる最高

指揮官であり、1964年12月のいわゆるリボ二ア裁判で禁固刑を受けた。
22年の間、二人は結婚の承諾を得ようとしたが、刑務所蘭は1987年まで断層として応じ

なかった。その年突然進展した結果が得られ、以後ムクワイ婦人は何年もの間、ロベン

島の夫をたずねる旅に時を費やした。初めの12年は、夫婦の面会及びあらゆる援触をも

阻まれた。
ムクワイ氏や他の7人の長期的政治囚は2適蘭前に釈放されたが、ムクワイ氏はソウェ

トに肉親が一人も存在せず、当局のもとからネルソン・マンデラ氏のオークランド西部

にある旧宅へ身を寄せることとなった。

ムクワイ氏は、仮の住み家であるマンデラ氏の家で独占インタビューに答え、●‘釈放

されたことは宿しいが、そばに妻がいないということに寂しさを感じる。”
●■私は、妻と緯賭し、また、ANCという姐稀とも結廻した。妻はこの世を去って行っ

てしまったが、私にはANCが護っている、それが私の慰めとなっている。”と語った。

最後に夫人と会ったのは、畔の10月25。で、彼女が。ベン島に訪ねて釆たときのこ

とだった。彼女は、翌日も訪ねて釆ると言ったが彼女の具合が寒そうだったので専門医に

見てもらうように初めた8“それ以来彼女には会っていないのです。”
■‘彼女の死の知らせを剛、たそのときのショックというものは、いったいどう表現した

らいいのかわかりません凸’’

彼は、ソウェトでの責の葬儀には参列することを許されなかったが、大勢の警官が立ち

並ぶなか、フリーダム・ソングを軟い、行進したことがとても象徴的であった。

彼の家。臥り。には2人のボディーガードが立ち、3人の女性が台所で食事の世話

をやいている。そして、ソウェト・シヒックやANCの若者などが大勢やって来て家の

周りは活気に満ちている。
ムクワイ氏は、この2、3週間をふり返り“心も体も摂れ切ってしまった。とりわけ私

にとって安らぎであった妻がいないということが、私をいっそう苧くさせる。岬と語っ

た。しかし、彼はソウェトの人々の心に、希望と、感動を与えたのである。

その日彼は4紙のインクヒュ一に応じ、また、彼を迎えるために近隣の学校から歩い
てやって釆た若者善に即興演説をした。

インタビューの途中でムクワイ氏は、刑務所の中でも肌身能きず持っていたというアル
バムを救って釆た。そして一枚の珍しい写真を乱せてくれた。それは1987年11月にポル

スマー刑務所で搾ったという桔磨式の写真であった。

結婚式で花嫁は純白の花嫁衣装に身をつつみ、そして牧はタキシード賓であった。
ムクワイ氏は、その日1965年からずっと拘留されていたロベン島から連れて釆られたの

である。その翌日、新郎斬新こは40分尚の二人だけの“ハネムーン汀の時を菜しんだ凸

いつの日にかさっと、ひとつ屋根の下で共に暮らせる日がやって来るという希望を胸に、

ふたたび二人は凝れ磋れとなった。

しかし、ついにその事も、叶うことはなかった

宮野　佳世子
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ロンドンロックコンサ‾トにおけるl

ネルソン・マンデラ氏の浜説

1990年4月16日

このセレモニーの主催者の皆さん、ここにおられる名高いアーチストの皆さん、インタ

ーナショナルレセプション・コミティーのメンバーの皆さん、最後にここにいる、そして

世界中にいる親愛なる友人の皆さんへ。

我々の最初の簡単で、そして大変うれしい務め臥皆さんにありがとうと言うことです。

すべての皆さん、太当にありがとうございました。皆さんが望めば、もっと別の適を選ぶ

ことができたでしょうに、我々を気づかってくれる遇を選んでくだきって、太当にありが

とう。そして、我々の運命は過去のものとなってしまったかもしれないのに、我々のこと

を忘れない道を選んでもらえて、感謝します。

我々は今ここにいます。なぜならば、30年もの間、皆さんはすべての南アフリカの政

二沿犯の無条件解放キャンペーンを支持してくれ、そして皆さんはアパルトヘイトが案皇し

ている非道さを、無視できないという大変慈悲深い判断をしてくれたからであります。

ロペン、ポルスモア、ビクター、プレトリア、クルーンスタッド、ディープクルーフの

刑務所の壁は厚いですが、我々の釈放を求める皆さんの声は聞えてきました。アパルトヘ

イトという名の土牢の中に埋もれている日々の間も、我々は我々自身の解放とアパルトヘ

イトに対する勝利の確信に対する自信を一時も失ったことはありませんでした。なぜなら

ば、プレトリアの無情の人でさえも、南アとその他の世界中の国々の人々の一致した努力

による巨大な力に逆らうことはできないであろうということを、我々は知っているからで

あります。

私は、我々の特別な感謝の意を世界中のアーチストの皆さんに、より広くお伝えできる

ように、この機会を利用させていたたきたく思います。彼らはそのすぼらしい才能をアパ

ルトヘイト廃止のために長年にわたり役立ててくれました。また、皆さんが我々の70回

日の誕生日に注目してくれたことには特別に感謝したいと思います。皆さんのしてくださ

ったことのおかげで、我々が今ここでこのような済説を行うことが可能になりました。

私の名前が皆さんのお役に立つことができて、大変名誉に思います。例えば、自由のた

めに闘争を続ける畑圧された南アの人々に萱辞を呈するために、通りや学校や公園のため

に．何かの宜のために、そして詩や芸術のためにお役に立てて太当に光栄であります。
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我々は、今日解放された我々の仲間の勝利を祝うために、ここに会しています。しかし

ながら、解放されたのは、わずかな人々であることを忘れてはなりません。大部分の人臥

まだ刑務所の中にとどめられているのです。したがって、我々はこの祝いの日を、まだ城

らわれの身であるすべての政治犯釈放のための閤争の鮎と強化のために捧げる日である

と考えるべきでありましょう。

我々はまた、今日の日を新たにアバルトヘイトに対するより深い闘争を行うための日と

みなすべきであります。それは、アパルトヘイト体制が、いまだ監鍼にいる我々の仲間た

ちの問題を未解決のままにしているからです。我々は．アパルトヘイト廃止のために国慈

して攻撃を続けていくことをともに誓わなければなりません。

人間性に対するアパルトヘイトの犯行は、引き続き行われています。殺数と垂筍を負わ

せることが続けられています。抑圧や搾取も続けられています。人殺しの申し子たち臥

モザンビークやアンゴラの人々に熟、かかり、死と破壊をもたらしているのです。そのた

めに、毎日、南部アフリカ全土で孤児がつくりだされているのです。

したがいまして、「アパルトヘイトに対する闘争など、あきらめなさい」などという人

には、絶対に耳を傾けないようにしてください。「アパルトヘイト体制の孤立化キャンベ

‾ンは必要ないよ」などと言う示味は、断固拒否してください。「プレトリア政府は賞賛

されるべきだ。なぜなら我々を解放し、ANC（アフリカ民族会議）やその他の組織の禁

止を解くというような着実な一歩を踏み出したからだ」などと議論を行っている人々は、

ほんの一握りのアパルトヘイト支持者だけであります。

南アの人々、いや南部アフリカの人々、そして全世界の人々が探し求めているものは、

アパルトヘイトの終了と、我々の国が人種の分け隔てない民主主義社会に移行することで

あります。国際的なこの制裁キャンペーンを含むこれらの闘争の烏果により、はじめて前

述の予見が実現可能になるのであります。したがって、我々はこのキャンペーンから脱退

してはなりません。たとえ我々を脱退させようとする人々が、抑圧着に対する基太的な閑

心からも、自分たちの良心からもはずれて、そのように働きかけてきたとしても。

親愛なる友人の皆さん、皆さんは我々にとってアパルトヘイトに対流する戦士以上の存

在です。あなた方は南アの人々に自由と民主主義、そして平和をもたらすために共通の屑

争を行っている盟友です。皆さん軋ずっと昔に、前述の展望のもとに闊おうと決めた我

々の国の味方となってくれました。皆さんは、ANCや大衆民主運動（MDM）その他の

正義と自由のためにみずからの命ですら書んで投げうってきた人々を支持することを選択

してくれました。

世界には∴精神的にも物質的にも、南ア政府を支持しようとする人もいます。しかし、

我が国の圧倒的多数の声を代表する我々駄いまだかつてなかったほどの支持を皆さんに

お願いしたいと思います。



我々臥国連総会による南アに対する宣言とその実施への、皆さんの強い支持を必要と

しています。それは昨年12月に満場一致で可決されたもので、アパルトヘイト廃絶のた

めの道笛を描いたものです。我々は．矧国する海外亡命者のための物臓隆助に関しても、

皆さんの支援を必要としています。それは、我々が用意しなければならないものなのです。

我々は皆さんに全般的な援助をお願いしたいのです。そしてそれにより．我々は30年間

の非合法状農から正式にANCを再建できるのであります。

親愛なる友へ。アパルトヘイト終了まで、それほど時間はかからないでしょう。自由で、

そして平和な我々の国を見たいという伺百万もの人々の夢が実現するのももうすぐです。

我々は、我が国が世界のスカンクと呼ばれる国から、集比の、典型的な、模範的なオアシ

ス国家になれるように、さらに、貧困と人間的堕落から、最良の人種関係、民主主義、そ

して、平和で自由な国をつくることを固く決意しました。

皆さん．一緒にその輝かしい光景の実現のために．行進を抜けていきましょう。我々す

べてが胸を要り、アパルトヘイトはもはや存在しないと言える日こそ、全人類が誇るべき

日となることでしょう。その時我々は、少数の白人による支配が終了したそのl瞬間を祝う

ために、南アの町や村に集まるでしょう。そして∴太東の人間愛により、人種による専制

政治の災いという名の制度が、二度と再びその醜い頭を持ち上げることがないことと思い

ます。この歴史的勝利の祝賀会に皆さん全員を大歓迎します。

私は、我々の無二の親友であるオリバー・タンボ議長のことを語らずには、このスピー

チを終えることはできません。ご存知のように、＝祝友のオリバー・タンボは、スウェーデ

ンの病院で療養中です。私臥今年の3月に彼に会いましたが、病状が大変によくなって

いるので、非常にうれしく思いました。彼ができるだけ早く、そして、できるだけ完全に

病気を治し、再びまた、我々の組織を先導してくれることが、我々の欲するところであり、

祈りでもあり、希望でもあります。私の左側には、彼の最愛の妻のアデレイド・タンボ夫

人がいらっしゃいます。心より、彼の回復を希望します。と同時に、我々はいっまでも彼

女とその家族の味方であることを確かなものにしたいと思います。南アにも、そして世界

のどこにも、タンポ議長がこの30年間行ってきたことはど意味のあることをできる人間

はいません。彼はもっとも困難な状況のもとで、この組織（ANC）をまとめ、そして強

くしてくれました。したがって、我々は彼が完治し、この組織のリーダーの地位に再び返

り咲くことを信じています。

最後に皆さんにも話したい。今までいくつもの会合でお話しましたが、我々は皆さんを

尊敬し、我々は皆さんを敬服し、そして何より、我々は皆さんを愛しています。

（訳：謙形　大介）
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インターナショナルグループからのお知らせ

★反ア勅トヘイトチャリティパフォーマンス
日時：　5月25日（金）19：00～20：00

場所：原宿　Petlte軌leCafe（tel O3－400－9890）料金：2000円

問合わせ・チケット；エレン・エバタ（tel O3－325－9832）

「ラングストン・ヒューズ（LmgStOnHuges）の世界J

；ジョン・パターソン（JohnPatterSOn）の詩、ダンス、書薬、そしてマイム

ジョン・バターソンはアメリカ系ガーナ人故のパフォーマンスにはすべてヒューズ（

黒人番人）の作品が使われている．パターソンは、ハーレム時代にそのリズミカルな動き、
フィンガースナップ、そしてタップによってハーレムの鼓動を音楽そのものの鼓動にした．
パフォーマンスの見所軋一人バンドともいうべき多彩なショーと、ホームレスや飢餓の

ある社会に対する痛烈な独白などだ．またヒューズ自身は、世の中を動かす普通の人々－
ジャズやジャイブを鰯り、笑い、生きる－こそを非凡であるとした。（デ竜一ズー研t卯
7－1989年5月30日号より抜粋）

★ネルソン・マンデラ釈放基針ベント

インターナショナルグループではL東京で、「ネルソン・マンデラ釈放祝賀／基金イベ
ント」コンサートを7月に予定しています。粛心のある方は、ぜひご連絡下さい。

問合わせ＝　エレン・エバタ（tel O3－325－9832）

画
◎「Co叩uterlZing Apartheid

／コンピュータ化されるアパルトヘイト」

南部アフリカに関するオランダ委員会
1990年3月

南アフリカに対してコンピュータ及び部品の

編出などを疲けるヨ一口ッぺ日本、NIEs

藷臥それらがいかに軍・警察の技術に使われ
ているれ国連など、南アフリカに対する精密

機器の編出に関する制裁なども触れられている。
◎　rt〕eyond tbe BarJICades

／バリケードの向こう鳳j
K上1ptOⅥ】Books，イギリス

1980年代の南アフリカ大衆の抵抗の記録

写真集。140ページ。
ANC東京事務所で3，000円で販売中。
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3月21日から4月7日までオーストラリアを旋してきた。主要目的はバースで開かれた「喫

煙と健康世界会議」に出席するためで、ついでにケアンズ、ユアーズ・ロック、アリス・スプ

リングスも回ってきた。私はタバコの錘が大の苦手で（咳．くしゃみ、吐き気等の症状がでる）
一日も早く私みたいなノン・スモーカーが住みやすい「分煙社会ニッポン」の確立を願って

の参加であった。世界各国の人々との情報・対策交換、そして新しい友との出会いなど、宜重
な体験をした。又、前から関心のあった自重社会の中でのアボリジニ問題の現状を垣間見るこ

とができた。更には、今年1月に国連の招きで来日した反アパルトヘイトの括動家、シーラ・

サットナーさんにも再会できた。願を追って各詰問地での出来事等を報告したい。

（1）ケアンズ

くその1＞ケアンズ観光のハスの中、ガイドを兼ねる運転王手さんのあるゴルフ場の説明には驚

いてしまった。「このゴルフ場は週兼になると日大からのビジネスマンが団体でゴルフをしに

やってきます。なんでも、日大でゴルフをするより、飛行機代を払って週末だけケアンズでプ

レイするはうがまだ安いとか？！・・・」。複数の外国人観光客からのため息が、私には‾日

太人はまったく伺というも金の使い方をするのだろう吋と非議しているように聞こえた。
くその2＞同運転手のrアボリジニは人食い人種だった」発言には怒りで体が窯えた。「昔、

アボリジニは白人との戦いが激しくなるにつれ、白人を食べるようになりました。そして、中

国からの移民とも争うようになり、彼らをも食べるようになったのです。中国人は塩とかの調

味料を使う料理を食べているから中国人の方が一味が良い’ことがわかり、以来、中国人ばか

り食べるようになりました。今は、私が知っている限りでは、アボリジニは人を食べてはいな
いと思います」と多くの観光客を前に得意げに話すのであった。私駄　このことをハス会社に

報告しようと決めた。ちなみに、アボリジニが‘人食い人種’だったという事実は全くない。
この運転手は又「我々は、アボリジニに教育などのチャンスを一与えて’きましたが、彼らが

拒否してきたのです」などという傲慢な発言もした。押しつけられた教育なんかほしくないと

アボリジニは拒否したのた。白人がやってくる茄は、アボリジニは独自の文化を謳歌し、自然

と調和して毛らしていたのだ。白蚕主義はまた根強く残っているようだ。

（2）ユアーズ・ロック

くその1＞ユアーズ・ロックは世界最大の一枚岩、そして、地球のヘソとしで有名だが私はこ

の岩の登頂に無事成功した。かつて富士山を下山中、転倒し膝に怪我をした経験を持つ私は今

回は慎重だった。膝にはサポーター、手には軍手、又、群がるハエをシャットアウトするため
に、顔にすっぽりハエ除けネットをかぶった。多くの登岩書は軽装だった為、私は目立ってし

まった。怪訝な顔をする人、じろじろ見る人と緩々だったが、中に一人だけ、「君の服装はト
ニー賞のペスト・ドレッサー賃ものだよ。」と誉めてくれたアメリカ人男性がいた！そして

ハエ除けネットは役に立った。なぜなら私のネット姿を見てうすら笑いをしていた私のすぐ前

の男性は飛んできたハエを飲み込んでしまったからである。一つ傍白せねばならない。この登

岩で伺度肝をつぶしたことか。富士山で転倒した時はそのへんで体がとまったが、この急勾l里

の一枚岩で、ちょっと足をふみはずしたら転げ落ちるのみ、なのである。もう二度とユアーズ
・ロックに登ることはないたろう。

くその2＞すっかり観光地になってしまったユアーズ・ロックだが、ここは大昔から、先住民

のアボリジニの人々にとっての聖なる場所であったし、いまもそうである。たとえば、少女が

思春期を迎えると必ずユアーズ・ロックへやってきて、特定の岩を手で擦る習慣があるという。
ごつごつした岩の中に確かに一つたけこすられて、すべすべの岩がある．しかし、昼間は観光

客がいるため、いまでも夜になるとこっそりやってきて岩をこするアボリジニの少女たちがい

るそうである。彼女たちに不自由な思いをさせている観光客の一人が私である。申し訳ない。
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（3）アリス・スプリングス

アボリジニが多く住む町である。昼間から酒に溺れ怒鳴りあうアボリジニの男女に何回か出

会った。民芸店で、一人の裸足のアボリジニの女性が入ってきた。彼女の耳たぶはちぎれて

（ケンカで？）、血がしたたっていた。手作りのネックレスを売りにきたこの女性からそのネ

ックレスを受け取った白人の女性店主は、すぐに、「こんな汚いものは買えないよ。さっさと

出て軌、き」と′＼ンカチで手をごしごしこすりながら、冷たく言い放ったのであるt　私は
‘出ていくのは白人ではないがと思わず怒鳴りそうになった。豊かな太地でのびのびと暮ら

していたアボリジニを追い立て、物質水位の生活を押しつけて、しまいには、退廃的な生活を

余儀なくさせたのは白人ではないか．アボリジニ未来の姿を見失いアルコール中毒になってい

く様子は、アメリカ・インディアンのそれに似ている。

（4）バース

くその1＞バースに5年茹移住した南ア白人女性、シーラと再会。シーラはこの1月25日、

日大で開かれた国連反アパルトヘイト東アジアセミナーにオーストラリアから参加し、JAA

Cやアムネスティーのメンバー等が開いた集まりで私は彼女と初めて会った（ニュースレター

NO・22の15ページ参照）。彼女の息子レイモンドさんは7年余りの拘禁後、釈放され

つい最近・ネルソン・マンデラからANCの教育舞等責任者の任命を受けたとか。シーラは自

宅を反アパルトヘイト運動の会場に提供しその様子が偶然にも私のバース滞在中の3月31日
の酉オーストラリア新聞を通じて紹介されていた。又4月8日にもバースで大きなデモを行

なう予定だとはりきっていた。この他にも、シーラは環境保護、アボリジニ人権擁護運動など

複数の草の根運動に参加していた。昨年の12月にバースにやってきたレイモンドはそんな母
シーラを見て、大変喜び誇りに思うと彼女に言ったそうである。シーラは、せめて2、3年に
一度はまだ南アに残り厳しい運動を続けているレイモンドに会いに行きたいのだが、年金暮ら

しの彼女には難しい話である。そこで夢と希望を求め、シーラと私は10ドルずつ出し合って
「宝くじ」を買ったのだ。一人分の賃金が当ったらシーラが行き、二人分の雲金が当ったら、

勿論、私も一誌に行くことになっている！

くその2＞「喫煙と健康世界会議」では、世界70ヵ国、約1000人が参加した。いろいろ

な収穫、情報入手があったので　＝二三紹介したい。

（A）まず、気になっていたアボリジニ人種差別発言をバス会社に報告する件だが、世界会議
に参加したアボリジニ医療センターの女性がこの話を軌、て報告するというのた。これにより

ハスの運転手は蘇雇されるだろうということである。しかし∴私は彼女に、「運転手の発言は

むしろハス全社の教育の不徹底からきており、彼を鰯雇しても、また別の運転手が差別発言を

繰り返す可能性がある。だから、バス会社が、運転手を含む全従業員にアボリジニを含む人種
間嶺に関しての教育を行なうように話してほしい」とたのんだ。人種間題に鈍感なのは、伺も
オーストラリアだけの問題ではないが‥・

（B）世界会議で全体会、分外会を通しての一番の蘭留は、タバコ産業の第三世界への燻烈な

売り込み作戦である。彼らはネルソン・マンデラの釈放さえも広倭に使うのである。はっきり

どこのブランドかは覚えていないが、「マンデラは‘自由’になり、あなたもこのタバコを吸

えば‘自由’な気分になる」といった類のコピーが最近、広告として使われたというのである。

もうあきれてものが言えない。

（C）会議の合間に様々な国の人々とタバコにかかわる様々な社全問題について個人レベルで

話し合うことができた。フィリピンでは、一家の生活乳子供の教育費をタハコ代に使ってし

まう父親が多い。又、ザンビアでは、子供がタバコをまとめて買って、それを一太ずつ大人に

売って商売にしているというのである。こういった過程で子供達はタバコを吸いはじめ、非行
に走るという厳しい現実がある。

分鍾運動と反アパルトヘイト運動に共通する「敵」の－つは利潤追及弟－の多国焉企業である
ことは間違いない。そして、その被害者は弱者、抑圧された人々なのである。この度のオース

トラリア旅行を通して、また別の視点からこのことを認為したような気がする。
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日本にも、昨年3月と11月の2度にわたる

『アシナマリ！』の公演に裁いてこの3月は、

ミュージカル『サラフイナ！』がやってきまし

た。このソウェト蜂起の物意を演じるために、

南アフリカから大勢の子供たちが来日して話蓮

を呼びましたね。（高いチケットは買わないで、

入場無料のパーティだけ行った人も多いんじゃ

ないのお9）その作者ムボンゲ二・ンゲマの新

作『タウンシップ・フィーリもー』が3月27日、

ヨハネスブルグのマーケット・シアターで初日

を迎えたという記事が、3月30日付けウィー

クリー・メイル（以下メイル紙と略します）に

載っています。

ミュージカル仕立てのこの芝居、1鍼7年の範

送労働者たちのストライキを題材にとったもの

だそうです。ストライキなんてのはダンスや歌

で表現するに出し　なかなか迂しいテーマだろう

なというのは容易に想像がつくけれど、COS

ATtJ（百アフリカ労働組合）の文化担当部門

からちょっと文句が出た（4月5日付け）とい

うのは、なんでだろ、グイッと新聞に日を10

センチほど近づけて読んでしまった。

ストライキ破りを巡って起きた後人事件とそ

の後の裁判の場面にクレームがつき、COSA

TU側とマーケット・シアター側から代表者が

出て話し合いがなされたと伝えられています（

5月5日号）。どうやら「籍尊者の腐敗」を茹

いた箇所が争点のようですが、実かこ観ていな

いのでなんとも判断のしょうがありません．

役者のたたみかけるような台詞で演劇の内容

を理簾させていく『アシナマリ！』にくらペて、

『サラフイナ！』は款と漏りがふんだんに盛り

込まれたミュージカルというかたちでした。ン

ゲマの舞台作りについて「だんだんコマーシャ

ルになっていく」と漏らしたのは来日した錮団

員の一人だったかな？　この『タウンシップ、
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くぼたのぞみ

傭戚ぽ『アジ7着庶クを＿居て冶／ノ

フィーバー』はさらにその傾向が強いらしいで

すね。

さて一方、アメリカ合州国を巡回公演してい

る劇があります。こちらはンゲマは頭韻するだ

け。『シーラの日』という作品で、劇を書いた

のは黒人意戴系の詩人で後に座長になったドウ

マ・ンドログという人。10年前に南アフリカ

を慮れたということです（ワシントン・ポスト

の記事より）。

『アシナマリ！』では、それが南アの現実だ

として，徹底的なマチスモ（男性優位主義）の

世界を措いたンゲマも、世界的フェミニズムの

漸講を無視することはできなかったということ

でしょうか。3月16日付けのメイル薪の記事

の見出しも「マッチョーマンのンゲマ、フェミ

ニストに変身」となっていますもん。

rあたしたちが集まったのは、あたしたちの母

さんたち、家事労働者、この世のシーラたちを

讃えるため」ステージで演者が最初に諮ること

ばです。

「シーラJというのは典型的な愚人メイドの名

前（つまり民族名を覚えられない白人が野手に

つけるわけです）。メイドの休日はたいてい木

曜日なので，タイトルはその日を揺していると

か。ニュージャージーにある黒人演劇グループ

rクロスロード」によってプロデュースきれ、

4人の南アの女優と7人のアフリカン・アメリ

カンの女優たちが演じています．ズールーの伝

親的な歌とアメリカのいわゆる二グⅢ・スピリ

チュアル、タウンシップ・ジャイヴとジューク

ボックス・ジャズが交互に混ぜ合わされた音菜

劇といえるようです．

またこれは＿　50年代の南アフリカの黒人女

性の経験を、60年代のアメリカ深南部アラバ

マを舞台にした公民権連動時代の黒人女性の経
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験と腐らし合わせ、それぞれを浮彫りにし、同

根の共有すべき経験として描いた作品で，二つ

の大陸にまたがって家事労働者として働いてき

た黒人の女たちへの讃歌ともいえるでしょう。

これは観たい。ぜひ観てみたい．

ワシントンを皮切りに今年いっぱいアメリカ

を巡業する予定ということです。南アフリカじ

ゃなくて、アメリカなのよね。これが南アの黒

人女性が置かれている現在の状況を物藷ってい

るような気もしますね，ちなみに南アでも『女

を殴るのは1着を殴るってことだからね』とい

う例あととば通りのタイトルを持つ劇が、フイ

リス・クロッジというケープタウンの白人女性

の演出によってマーケット・シアターで上演さ

れたことがあります，1組8年にアメリカも巡業

しています。でも、日本にはまだまだ来ないだ

ろうなあ、こういう種莞iの讃劇は。

1矧）年5月ユ日舞行　革三種郵便物認可　個

ところで昨年の「南アフリカ女性の日」キャ

ンペーンで来日したミリアム・トラーディきん

の『クリメン・インジュリア』が、この4月6

日と7日にイコ二一一ル大学で、8日にはニュー工ヨ

ークのレノックス街の劇場で公演されたようで

す。演出はジェリー・モフォケング。プロデュ
ースしたのは『アシナマリ！』のハーレム公演

の仕掛人、シンデイ・カプランさん。このニュ

ースはシンティさん本人からの私信に書かれて

いたものです。

ちなみにレノックス街の葛合、チケット代は

5ドル．千円にも満たないのです。そりゃそう

だよな、ニューヨークのハーレムの近くだもん。

だれに観てもらいたいか∴状況も、仕掛人の志

も違いますもんね、日本とは。

r女性が集まると、世界を変える力になる」ムボンゲ二・ンゲマとドウマ・ンドログ

の最新作『シーラの日』からの憩いメッセージ．すべてのシーラに掛ずられた作品だ．



A LUTACONT川UA（JMC kansai伽81ish LanEua8eGroup）

lt g1VeSlre且reat Pleasure to announce tbe f⊂－rl柑tion oJ LheJ凧C肋nsal

hgllSh Lan帥aee Group，lA Luta Contlnua．

払rian Covertandlt姥gan gathellng SuPPOrHn the fallof1989by plaClnE an

adverHSementln tbe Kansal Tlme OuL By November，e had alist of about15

respondQntSl both forei帥mdJapanese speakers of EngllSh．帖beganmeetln8

1nformallylnl）ecember or1989．buL suddenly round ourselves very acuVe Hlth

a訓dela’S release occurrlng On Feb．11．

In our meel－　0n Feb．13，He dec川ed o part上Cipate actlVelyll the

Ce上ebrat10n Of Mandela】s release to be held at the Osab Mlnaml YMCA on Feb．

23．日e decldedlo make a glftとo pres即とtO Mandela’s representative：a

LradltlOhalJapdneSe kheI11th theJapanese characters forlreedoM，自由．ln

CaHlgraphy，ArLd鵬began rehearslrLg a SOnE tO Sing for the occaslOn：q＾Luta

Collいnua．
“ALutaCoEltinua”lSa PoftugueSePhrase；ltmeanS tThestrugglecorLtrnueS．

Origlnally the Slogan of the people of Mozambiqueln thelr StrUggle ror

HberatlOn，1Ls use has spread Lhroughout the southern nfrlCa rrOntline SLaLes．

hlS also the Lltle or a song by the SouLh AfrlCan arHst，Mlrlam粘keba．

Hakeba’s son81S a trlbuLeeSpeClally Lo the peop上eof Mozamblque，butlnCludes

a verse dedlCated to the people of alJ Lhose otheT・co11ntries Nho are st‖l

StruERHng Our presenLaLlOn HaS a VerSion of HIatl氾rtlOn Or Makeba■s SOng，

HluI VarlaL10nS tO hon。r Mandela and other teader5　0f the ANC．　He feltlL

partlCularly approprlaLe as al伯y Of（lxpresslng OUr understandl叫　thal the

releaSe Of Mandt∋la does not nean He C加relax our vigil；0n the contrary，He

mst ren印OUr COMMitlれent tO COnLlnUe SuPpDrtinE the South AJrican people unlll

apartlleldlS tOtally at山ished．

几bollt terl Or uS PerforI【ed the＄OnE at the Feb．23celebration，ublCh HaS

attemded by about300people．ln our tleXtlqeettng On【ar．25．Ne VOted tol拍ke

thtl phraselhe name Or Our Organizat on．止丘ch】e have noN OfflClaHylaunched

aS a branch of LheJAAC．He currenHy have about301れembers from Osaka，Xobe，

Kyoと0，and Nara．

OLher recerlt∂CllVILleSlllClude：

HParuc目指tlngln theleい旭r HrlLlng Ca叩algn tO SUppOrt the hunger

Strlkers orl Robbell15land．Lhe MaXllnuln SeCurlty pr150ll Hhere Marldelal伯S

llCarCerated for Mny yearS（there are sL11l several thollSand p011日Cal

prlSOI】erS Of apartheld）；

一一PartlCIPatlngln the sⅥ8ar boycott p05tCard ca叩aign or8mlZed by the Robe

branch．No More Apartheid；

HpartlCIPatlnglrllhe antl－aPartlleld demonstrallOn－paradt∋On HidosuH

80ulevard on March21hhe a仙川erSary Or ttle Sharpev‖1e Massacre）．Hhere

ab。uL alhousand people MarChed to celebrate【andela’s release and H細lbla’s

lndepemdenCe and app品I Lo tlle ma爪ylarge corporations Hho have thelr

headquarLerslt the arl∋a tO HlthdralI thelr eCOnOmlC Su即のrt Of the aparlhf！ld

reglbe．

Ourl肥Xt meetlng HlH be held（川Sumday，Apr．22aL4・00in my OfflCe at the

address belo叫．PledSeJOtn uS．

ForlnrO川atlOn On m印kr＄hlp．direcu0nS，uPCO■lng eVentS，etC‥　COntaCt：

GE【Im YOl（OT几（♀）

H皿e：3【7－21hotaru瞬1kel川alnllnaChl，Apt．17，Toyonaka馳u

（06〉別5－5340

Hork：Faculty or Language and Cullur8

0saka UnlVerSity

1－1Machlkaheyalra，Toyonaka560

（06）844－1151，X5522

UnlV．raX（06）845－5290

I ath Often outlaLe卸d do not have an8nSHering maChlne．lf you have

trollble reaclr　爪e by phone，please drop【1e a Card，1etter．Oriax soI c加

corllact you as qUickly a8pOSS】ble．
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未の紹介☆☆☆☆★★☆☆☆☆
『アマこノlミラ　』　　ソウェト蜂起の物帯

ミリアム・トラーディ　訳．佐竹　純子

現代企画室　定価2266円

『わたしたちのナミヒーァ　』
ナミビア・プロジェクトによる社会科テキスト

訳　ナミビア独立支援キャンペーン・京都

現代企画室　定価2060円

『マイケル　ー　K．』
J・M・クッツェー　訳　くぼた　のぞみ

筑摩書房　定価1960円

『二つの世界のモまざまで　』
メトロポリタン商会のミュリエル

ミリアム・トラーディ　訳：楠瀬　佳子

薪水社　定価1957円

『明　日の太陽』　一女性の調い
ヘレン・ジョセフ　訳：片平　久子

未来社　定価1500円

『差万灯とたため、う：文こイヒ』　20

特集・同時代を撃つ南アフリカの文化

打・二‾「・二

入し）しこ（い各があり

‡LLち、汗も月号で

十

芸芸這宴≡版彰表芸誓，苦言●竹内黍宏他　　★

近刊の耕ロらせ　　　　　5月下旬発表予定
／ア′顔′∧ノヽイ∧ぱ戯ガわっていをい。

今ご礎好あ好胞て診ようノ　㈲

マニ′＿胡F　　　　　　日本評論社　拝価1（Ⅸl円

『アパルトヘイトの歴史』　感

＊びっしり活字が二ガテのあなたにオススメ。

寒中学生、高校生、ガッコの先生にオススメ。

塞頚脚昭きんの体験記『南アで葛らして』つき。

塞「日本と南アフリカ」の関係もバッチリ。

来者訳はくぼたのぞみ他です。よろしく．

ムkLにうり

ら折して′つく，て

LJ＼て：‘、t∴い

J
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匝アフリカに手紙を書』

l◆◆l◆15月生まれの死刑囚に手紙を！争号令Ill
y3990対r．Zond川ond山a（1963年5月19日生細

用89甑．Htbetbe仙翫ube（1960年5月19日生紬）

宛先：Maxlmlm PrlSOn．　　　　　　　　　　　※V3990等は、彼らの死刑囚番号で

P／召ag45　Pretoria，　　　　　　　　　　　す．ここから書き始めて下さい。

0001　Soutb AfJICa

＊＊＊瀬禅林半群＊＊＊＊＊禅＊＊＊＊半群＊＊准＊＊＊＊＊＊

二人は、ANCの軍事部門ウムコント・ウェ・シズウェの兵士として活動していたため、

テロリズム他の界で死刑を宣告されています。1989年の春から死刑監房に入れられて
います。捕らえられた日と誕生日は同じだそうです。

ゾンディ（Zondl）の母親は家政婦として飽いていましたが、薄給のため生活は非常に苦
しいものでした。r表具屋がやって来て、家具を持って行ってしまったので、床のうえで
魚腹をマットレスがありにしていました」と、ゾンディの兄は商っています。枚は、
9歳でタバコ売りを始め、スーパーマーケットで運搬の仕事をしたり、物売りをして稼ぎ、

家計を助けたと言います。
彼はレソトやモザンビークなどでANCのメンバーが次々と（南アフリカ軍・警察の仕

業とみられている）殺されるのをみて本格的にウムコント・ウェ・シズウェに加わりまし
た。彼の過去、体乳こついて、情状酌量の余地はない、と裁判官は判定を下しています。
逮捕後尋問を受けた時は、強迫による自白をしなければならなかったと主張しています。

心理学者によると、彼は「心理的な抑圧、精神的な傷害をひどく受け、正常な状態ではな
かったため、警察の要求に従うしかなかった。J

ムテテレリ（Mtbetbelell）はアレキサンドラ（ヨハネスブルグ北部のスラム）の3部屋

ある家に12人が暮らしていたと法廷でのべています。「男の子は台所で眠り、女の子は
小さな居間で眠った，トイレは外産に一つあるバケツだけ。しかもそれを、その外塵にあ
る他の5家族と共有しなければならなかった。j

1976年のソウェト蜂起の時、彼の友人二人が射殺され、それ以来生活が一転してし
まいました。翌年、ムテテレリがロンドンの女性友達（亡命した父親を追って南アフリカ
を出た）克てに書いた手紙のコピーを持って、治安警察がやって来た時、「南アフリカの
国情を伝えるのはやめろ」と警告されました。彼は文通をストップさせられ、警察を非薙
しました．
南アフリカ国防軍に捕らえられた時、裸にされて、射殺された仲間の死体を彼の上に積

み上げられました。他の場所に移された時身の危険を感じ、両手を縛ってあった紐をとい
て、そばにあった銃で二人の警官を射殺しました．あの時点ではそうするより他にどうし
ようもなかったと証言しています。

二人の裁判には色々同意があるようです。ゾンディは英語で証言するといっているにも
かかわらず、裁判所は彼の母国悪を通訳で英語にすればよいといいます．彼らの言葉は一
言も正確に受け入れられていない、と二人は不満を表明しています。そして、不十分な裁
判のまま、書判は次のように判定を下しました。

「君達の言ったことは全て記録され、審判団に伝えられる。」
「二人はここから独房に移され、死刑執行の時間と場所が決まれば死ぬまで絞首刑され

ます。」

松島　多恵子



南アフリカでは、今、非常に緊張した状恵にあります。この状態は、非常事腰宣言の乗合
された1986年に次ものといわれています。その現実を目の当たりにした上林陽治氏が、

歌や踊りを交え、現地の生写真のスライドをバックに、その様子を語ります。

日　時：5月26日（土）18：00～20：30

場　所：文京婦人センター
文京区奉酒4－8－3　本郷真砂アーバンハイツ1F
t el O3－814－6159

地下鉄丸の内線‾本郷三丁日下童
部首三田線　春日部下車　徒歩3分

定　員：約80名
主な内容：＊南アフリカの抱える新たな問題十一ホームレス（白人政権による黒

人に対する強制移住），
＊南アフリカ黒人の人々がいま日本に求めるもの。
♯ナミビア独立記念式奥に参加して一一その印象。
靂南アフリカへ手紙を書く会企画一一みんなで一軌こ、南アフリカの

政治四に寺社をかこう（実践行動あり）I
＊南アフリカ直輸入・歌と腐りの集い。

入場費：無料
連慈先：アフリカ行動委旦会

渋谷区恵比寿4－5－23－306
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スケミプ∴コ＿一一ル

5月19日（土）2時・－5時

『アメリカの対南ア制裁法案の研究』

錦織・深山法律事務所（千代田区平河町1－9－3京商ビル2F）

24日（太）7時

Fニュースブリーフィングを読む全j　　　　文京区婦人センター

26日（金）6時半～8時40分　Fアムネスティは国境を越える』

講　師：イアン・マーティン氏

（アムネスティ国際事務局事務総長）外

参加費：800円（前売700円）　安田生命ホール（新宿西口）

26日（土）6時半～9時半

F南アフリカ帰国報昏会』　P．23参照

28日（月）7時

F南ア進出企業に関する学習会j

講　師：義山　将夫きん（日産ジーゼル）

6月16日（土）『南アのために世界が祈る日j東京集会

場　所：東京平和教会（西早稲田2－3－18）

主　催：NCC反アパルトヘイト委員会

共　催　アフリカ行動委員会

24日（日）Fフリーダムデー』

集会＆イベント企画中！

＊家にファクスが入りました。ニュースレターをつくるのに
とても重宝しています。3月21日にはナミビアから、独立
の興奮を伝える原稿が出てきて感激しました。しかし、あま
りに追かったせいか不鮮明なところがあり（臓のせいでは
ないという声もありますが）4が千に見えてしまいました。
先号P．3の7行目の数字を4に訂正させていただきます。
＊同じく4月号P．6のノマテンバ・ンゲレザきんの名前を
ノマンテ八と書いてしまいました。こちらは私の朽ち間違い
です。ごめんなさい。＊5月号の割付けが終ったところに、
届いたばかりのウイークリーメイルから二つの記事をすぐに

恵比寿事務所

歪去芸遠宗芸芸書きだ詣芸乏計言謹禁享も£貰茫7つりカフェ（旧甘）

莞芸詣慧蒜て盲空計芝霊警誓書苦笑至芸是‡差益あ：＝凰70叩

芳書竺三言呂鉛㌘詔誓言苦篭呈量呈ナ宗家誓言響き　☆（温粁別）
いう記事には、解放グループの間で環境に対する意議が高ま
っているとあります。こちらは建設的でネッとしました。詳 タンT三ア嵐
細ま次号に。（高柳）　　　　　　　　　　　　＊＊＊＊＊＊
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