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特集・南ア女性の日
ANC女性連盟再冶成

（ニューネイション　8／10）

ノー助・占粛々とク′「′一㌧ノ仁摩ま凰女史ち～

全国のANC14の地域から各20人、合計

280人の代表者がこの週末（8月第2過）ダ

ーバンに集まる。UI）F加盟の女性組乳　CO

SATU女性フォーラム、Say｛ユ0女性局、

ブラック・サッシュ、平和を求める女たち、と

いった組織からもオブザーバーとして招待され

ている。

11日午前は全国女性連盟準備会の報告につ

いて討論，これは代表者のみの参加，

牛後のワークショップでは、女性連盟意既（

秦）とその制定会議についての議論も含めて、

多くの問題が話し合われる予定だ。これにはオ

ブザーバーと代表者が参加。

日曜日（12日）はダ」パン・カリースープ

7ウンテイン・フォーラムで一般公開の形をと

り、発言者にゴパン・ムペキ．アルバティナ・

シスルらが予定されている，

これらは8月9日、南ア女性の日を記念して

企画された。

しかし、企画が発表されたのはわずか6週間

ほど前のことで、連盟発足の準備期間はわずか

しか残されていなかった．

ケープ州東部で女性連盟20支部が旗揚げし

たはか、トランスカィ、トランスバール北乱

ケープ州西部でも支部が結成されたが、まだ1

4地域のうち4地域にすぎない。つまり、国境

地軌トランパール西部（クラークスドルプ）

オレンジ自由州北部、トランスバール東部であ

る。

ANC女性部門が国内で活動できるようにな

ったのは、つい最近のことだったからだが、ひ

とたび国内活動ができるようになると、14人

の女性（女性部門から7人、国内から7人）が

全国的な準備会を結成し、女性連盟の再紹戊を

目指した。

けれど、この呼鈴会は地力には謂釈されなか

ったので、全国準備会のメンバーは地方から地

方へ移動して、AがC女性連盟の羞戌を促進し

て歩かなければならなかった。

地方でのANCの暫定的組織もまた、ANC

WLの旗揚げに重要な役割をはたした，ANC

正式メンバ）の女性たちもまた女性連盟支部の

結成を目指していたからだt

H・＝・申嘱目・‥・＝・

女性連盟が正式に結成されれば、すべての地

域が10月にキンバリーで開かれる会議に向け

て活発に動き出すだろう。

そこでは全国のANC女性連盟の指導者が選

出され、女性憲章が採択される予定である。

女性遍章キャンペーンもまたこの連東からく

りひろげられる予定だ。キャンペーンが10月

の会議に向けて幅広く浸透するためには、まだ

時間かかるだろうt

r女性簸群キャンペーンはANCWLの繋急

プログラムではあるけれど、実際には息の長い

計両だと思っています．女性意葦はANCWL

だけで採択するわけにはいかないのです．すべ

ての南アフリカ女性力必要としているものを反

映していなければなりません。だから他の組織

の賛同をも得なければならないのです，

「他組織の銘刀を得て、ANCW工。が鬼陣を

切って南ア女性の慮前線を作り、みんなで女性

温翠を採択できるといいと思います」ノズィヴ

イ工・マピサは謡った。⊂召
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JAACも南ア女性の日に敬意を表して、ANC女性連盟とFEDTR劇宛に8月9日付で

お祝いのファックス・メッセージを送りました凸

特柴編集をこ義だ13謂＝　　　　　　　　　　　　　くぼたのぞみ

1989年8月、日本に3人の南アフリカ女性が訪れました。作家のミリアム・ト

ラーティさん、教育関係の仕事を進めるエリザベス・モコトングさん、岡）mV（ト

ランスバール女性連合）のノマテン′i・ンゲレザさん。そのときはまだANCも非合

法で、もちろんネルソン・マンデラ氏も獄中でした．3人のゲストの身の安全をめぐ

って判断しかねる発意にどうしようと悩んだのも、今となっては夢のようです。1年

後、こうして南アフリカ国内で祝われている「南ア女性の8」について報道される記

事を紹介できるなどとは、その当時はまったく想像もつかないことでした。

記事の行間から，女たちの運動の高まりが熱っぽく伝わってきます。でも一方で、

権力抗争に根を発する暴力は蔵しさを増しています。その被害をもっとも大きく受け

るのは社会の弱者である子供、老人、女です。8月9日を皮切りに開催されるこの催

しが、暴力のもっとも叔しいナタール州で園かれたことに注目してください。

女たちは「殺りくの根源を支える体制に抗議するための行動として」ナタール州ダ
ーバンをあえて選んだのです。アルバチナ・シスルーさんは，女たちに「暴力とホー

ムレスとたたかうための行動を」と呼びかけました。再施成される†女性連盟は、財

政的にも自立し決定権を自ら有し、ANCとは一線を画した組織として結成されるこ

とになる」ということです。10月にキンバリーで厨かれる会議で、南アフリカ全国

に広がるFⅢBAy（F応舶）南ア女性連合がふたたび結成されることになるでしょう．
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はごく限られた人たちだったが、これらの女性

のなかにリリアン・ンゴィ，フランシス・バー

ド、パーサ・マシャバがいた。

第二次大戦の影響を被った40年代は厳しい

時代だった．タウンシップでは、ヴアンが運ん

でくる食程を買うために、女たちは長い行列を

作らなければならなかった。ケープタウンやヨ

ハネスブルグで、行列委員会のような女性組織

が作られていったのは、こういう行列があった

からだといってもいいだろう。

最初、行列黍は食隆の配給だけに取り組んだ。

しかしケープタウン女性食裡委員会は南アフリ

カ共産党や労働組合と結びついて、40年代兼

には、すべての南アフリカ人は選挙権を、と要

求するようになっていた。だが、40年代を通

じてもっとも組織的な活動は教会組織を通して

行われたものだ。アフリカ人女性のニーズに応

えるために、ANC女性連盟が旗揚げしたのは、

やっと1948年になってからのことだった，

1952年の不服従キャンペーンでは、アパ

ルトヘイト法を拒否して何千人もの女性が自ら

参加し、男性同様、投探された。不服従キャン

ペーンにより、女性に発「する活動家たちの目が

開かれた㍍　＝キャンペーンが終わってまもなく、

ANC女性達盟や労働組合運動、南ア共産党，

民主主義者議会、南ア・カラード議会、南ア・

インド人議会で活動していた女性たちがポート

エリザベスに集まって、全国的な、全人梗平等

の女性剋1織の結成についての議論をした。

この集会の着果、1954年4月17［1、ヨ

′、ネスプルグで南ア女性連合（FSAW）が結

成されたのだ。代表はイダ・ムツワナ、事務局

はレイ・アレキザンダーだった。結成に際して，

23万500人を代表する146人の女性たち

が会議に出席し、女性憲章が採択された。連合

という構造上、女性たちは直接FSAWに加わ

るのではなく、加盟するそれぞれの組織を通じ

て、連合のメンバーになったのだ。

南ア女性連合が烏成されてまもなく、女性た

南アフリカ女性の幽し、
～長し→誇る／くき伝糸亮一）

ニューネイション紙（8月10日号）

ANC女性連盟は、女たちが解放を求めて闘

ってきた長い誇るべき伝続から生まれた。

1913年、オレンジ自由州プルムフォンテ

インのウインバーグとジャガーズフォンテイン

の二つの町で、女たちが抗蕊したのがそもそも

の始まりだ。その年、女たちは郊外に滞在する

ための許可証を月毎に買わなければならないこ

とに抗議して、政府機関にデモをかけつづけた。

抗議はオレンジ自由州にまたたくまに広がって、

許可制を取り下げさせることになった．

当時ANCの規約は、女性を組織の「補助的

メンバーjとしか認めていなかったが、オレン

ジ自由州の抗議デモの直後、パンツー女性連盟

（BWL）が結成され、1918年には数々の

反パス・キャンペーンを繰り広げ、アフリカ人

女性を政治的に目覚めさせた。

ナタール州のサトウキビ・プランテーション

の安価な労軌力として南アに連れられてきたイ

ンド人女性も、支払いを強制されていた税金に

抗議して自分たちの闘いを始めた。

だが、実際に解放闘争のなかで女性の薗いが

認められるようになったのは、40年代末から

50年代にかけてだった。1930年代、特に

1935年のブルームフォンテインで聞かれた

全アフリカ人会議では、アフリカ人女性組織の

結成が呼び掛けられた。1941年、ANC全

国会議が、女性メンバーにも男性と対等な立場

を与えるよう規約を改正した。会誌はまた＿A

NCのキャンペーンに女性が横棒的に参加でき

るように、女性部門の再結成を決定した。19

43年にANCが開いた会議で、ANCがより

完璧な組織となるために、女性と青年連盟の結

成が決定された。

40咋代、朗から町へ，豪邸労働者として

働きに出てくる女性は、増加する一方だった．

工場で職を得て労勒阻合連動に参加できる女性
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抗議の結果、国中で何千という女たちが逮捕さ

れ投獄された．

1958年ANCは，これ以上の女性の逮捕

者を出さない方針を決めた。1959年半ばに

は、女性の抗議目標は公営ビアホールへと鐸先

が変えられた。自家製ビールの売買が禁止され

ていた一方、公営ビアホールがタウンシップ内

に林立し、それでなくても少ないアフリカ人の

稼ぎを吸い」二げてしまっていたのだ。

1959年6月18日、ダーバン近郊のカト

・マノ・スクオツターキャンプからやってきた

2000人の女たちが，その地方の行政長官の

庁舎まで行進して、ビアホールがどんなに嘆き

の元かと長官に訴えた。

ドロシー・二ヤンペ、フローレンス・ムキゼ、

グラティス・マンズィに率いられた抗議を馨崇

が無残に攻撃した．このため抗議はダーバンの

タウンシップ全域に広がり、2週間にわたって

女性と警察が衝突し、ビアオ仁一ルが攻撃され餞

かれた。

ANCが呼び掛けたビアホール・ボイコット

は大成功を収めた。これらの抗議はケープ州東

部にも及び、なかでもクラドックの女性たちは

活発だった。6月末には、ナタール州の地方女

性が地方政府に対して立ち上がった。彼女たち

の怒りは、家畜用の水槽をいっぱいにしておく

こと、それも何の支払いもなく労働が強制され

ることに向けられた。約2千人の女性が航法に

参加し、およそ千人が逮捕された。けれど高い

保釈金と長期の実刑が抗議者の男気をくじき、

9月にはこの地方膵起も鎮圧された。

1960年、シャープビルで啓寮が69人の

パス法反対者を銃撃して殺害した。その直後、

政府は最初の非常事腰宣言を発令し、ANCを

非合法化した。

ANC女性連盟はFSAWの最も強力な支部

だったので、連合はこの禁止によって大きな打

撃を受けた。60年代は＿　ANCのエネルギー

の多くは地下劫織の形成に費やされた。女性と

青年の連盟はAⅣCの下棚になった．70

アンチ　アパルトヘイト　ニュ‾スレク【

ちはANC傘下組織が指導するパンツー教育ボ

イコット連動に係わっていった．だが、すべて

のアフリカ人女性は1956年1月以降パスを

携帯しなければならないという．1955年の

政府発表が、この壇始まって以来の大規模な女

たちの抗議行動を引き起こすことになった。

1955年10月27日、パーサ・ムシャバ

とヘレン・ジョセフが指導する、女件連合トラ

ンスバール支部は、パスを女性に拡大道川しよ

うとする政府に抗議して、プレトリアの政庁に

デモをかけた．

2000人の女性参加者が各自、FSAWの

嘆願書のコピーを持って、ひどい嫌がらせを受

けながらも勇敢に抗議に加わった。

翌年3月、オレンジ自由州ウインバーグでは

1500人の女たちにパス帳が発行された。当

時リリアン・ンゴイがリーダーだったANC女

性連盟に相談したところ、彼女たちは編されて

パスを持たされたことがわかった。そこでパス

を発行された女たちは、行政庁舎の外に集まっ

てパスを餞き捨てた。それからというもの、主

な町々ではパスに抗議する女たちの行進がつぎ

つぎと見られるようになった。これには家事労

働者や清掃婦、工場労働者も含まれていた．

盛り上がる一連の抗議は、2万人の女たちが

プレトリアの政庁舎にかけた抗議デモで頂点に

遷した．これは今日、8月9日の南アフリカ女

性のHとしてよく知られている。けれど、キャ

ンペーンはこれで終わったわけではなかった．

抗議、デモ、行進臥1956年いっぱいつづ

いたのだ。

リヒテンプルグでは賢察との衝突で2人の女

性が殺された。スタンダトンでは到着したパス

発行団が、タウンシップの住人全員の在宅スト

で迎えられた。ネルスブルートでは、抗議者に

対する警察の扱いも在宅ストに拍車をかけた。

トランスバール州東部マリコ地区では笥祭との

激しい衝突で多数の死者がでた。トランスバー

ル州西部ゼ」ルストでは，4000人の女性の

うちたった76人しかバスを受け取らなかった。
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年代になると、組織は最初は外見的には黒人意

識の形をとりながら国内に拡大していった，

南アフリカ学生機構（SASO）に女性委員

会が設立され、各地区で女性組織がふたたび力

を盛りかえしていった。この段階で、とりわけ

1976年以俺は、おもに若者たちが指導権を

握っていた。

だが、女性組織を含めたコミュニティ内組織

が本当に開花するのは、80年代の1984～

19耶年9月1日発行　第三種郵便物認可

86年の反乱期ともいえる時期に入ってからだ

った。ケープ州東部の女性組織が強力に成長し

た。特筆すべきはポートアルブレッド、ポート

エリザベス、イーストロンドンだ。

これらの力に満ちた歴史を携えて、ANC女

性連盟の再結成のために、女個三たちはこの週末

（8月9日から12日）ダーバンに集まること

になるのだ。

一・、J、タ、叫ゝ「、ノ、J、、r、、JT、タ、－′、J‾＼∫＼J‾＼Jr、、′、一夕‾▼

型TRAW瑚キャンペーンを舶〉
昨日、トランスヴァール女性連合（F既汀仙川）

が南ア女性の日にちなんで、この地域の平和

のためのキャンペーンを開始した。

苦察、インカタ、右翼の暴力の即刻停止を要

求するキャンペーン第一声は、昼休み、ヨハネ

スブルグ中心部で上げられた。

この地区に少しでも平和を、というFEDTM

の当面の日甑タウンシップのホステルから

家具などを取り払おうというものだ。

「インカタは住民を攻撃するときホステルを

利用する。シビック（市民協会）や青年組綴、

労組を通して、われわれはホステルを取り壊す

ことを要求しよう」とFlかTRAWの主要メンバー

ジェシー・ドゥアルテはいう。

「そういったホステルは資本主義者が労働者

のために作ったものだし、糞木主義者はそのホ

ステルをどうしてインカタのヴィジランテスに

使わせておくか、追求されるべきなのよJ

FE¶¶糾土また、国内治安維持法とその主重

な産である29粂拘禁の撤廃を政府に要求した。

「わたしたちのリーダーがデクラークと話し

ているあいだも、ANCやMD九度のメンバーが

監獄のなかで拷問されているのよ。こんなやり

方は二枚舌の匂いがするわ．わたしたちが要求

しているのlt即刻．国内治安維持法を撤廃し

て、拘禁者を釈放することなのに」

ANC文化局長バーバラ・マセケう氏が、円弧Vのジェシー・ドゥアルテたちの

r南ア女性の日を知らせるピケJに参加．
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負傷。
⑳18日（土）

夕刻、ソウェトのハイウェイでインカタ

ANC支持者の岡で15分間の戦乱夜、

インカタ武装集団がソウェトを練り歩毒、

5人を殺害。この日までに72人が死亡、　　殺りくの起きているウイツツ地区の地図
417人が負傷。



急速に落ちている。最近の

世論調査では、南ア黒人の中で2％の支持しかない。これは、1985年8月の調査の11％よ

り9ポイントも落ちたことになる。一方、アパルトヘイト後を射程にいれた交渉は、白人

与党とANC（アフリカ民族会議）を中心に進められている。

インカタは、ここで「暴力」を用いた。　「暴力」用い、交渉に割り込もうとしている

のた。
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一一　8月末の南ア紙より

◆暗号の呼びかけで死が決まる

夜中になると、警察は数人のインカタメンバーを連れてパトロールに出る。警察は彼ら

に、通りがかりの人々に声をかけるように支持する。「Amandla！（アマンドラ：権力を）」

「Awetu！（アウェツ；人民に）」などのような、かけ声にきちんと正確に答えたら、その

人はANC側と見なされる。そして、最後にはインカタの合言葉で決定する。「プチレジ

は何をしている？」と聞かれて、r岩に穴を掠っているよ（岩＝ANC）」と答えられれ

ばその人は死ななくてすむのた。（8／24ウイークリー抑1）

◆インカタに強制参加させれらた男性

ヨハネスブルグ黒人居住区の単身赴任着用ホステルのある男性は（ズールー人）、死を

免れるにはインカタに加わるしかなかった、と語っている。彼のホステルには10－15

人のインカタがいるが、一人、全てを牛耳るリーダーがいる。インカタは、警察から金を

もらっているかどうかは分からないが、食糧や飲物は与えられている。インカタに加わら

なかったら殺されるだろう。インカタに人らきれた人はみな赤いヘアバンドをしている。

ホステル近辺の民家を襲い、テレビ・冷蔵庫などを奪うという。

彼は、ズールー人であるために特に居場所がない。まるで町へやってきたばかりの新参

者のように居心地の悪い気持ちでいなければならない。ホステルは、言語・民族ことに分

裂してかたまりやすい、孤立した場所である。従って、彼のような人にとって、ANCな

ど民主的な団体の運動に普段から加わっているソウェトの人々とは、なかなか接触するこ

とが出来ないのだ。（8／24ウィーク■卜井川，8／20二ュイブリカン）
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◆なぜ殺し合いは止まないのか？

ナタールの人々は、インカタがもうアパルトヘイトに対して何の政治目的も持っていな

いと判断している。インカタは、その意味でナタールでの基盤を失い、特にANCを対象

とした民主運動に対し、警察と共謀した暴力をふるっている。

バンツースタン政策そのもの、および、南ア書架・軍との関わりによって、クワズール
ー政府はインカタに物資・人材の両方を供給することが出来たのである。この暴力状態を

終わらせるためには、バンツースタン政策、特にクワズールー“国”の廃止が早急に必要

である。

クワズールー及びインカタが、政府とANCの交渉によって憲法制定が進められそうだ

と評価を下した後、武力紛争はナタールからウィッツウォータースランドく通常ウィッツ

と呼ぶ）へ一気に波及した。プチレジとインカタは、重要な政治決定がインカタを除外し

た形で行われるのではないかということに強いきいぎ心、おそれを抱いている。抑圧きれ

た民衆の本当のリーダーは誰なのか、が決まるプロセスだからである。

また、政府の健にもANCを南ア大衆の正当な代表とみなし始めていることもインカタ

を困惑させている。大企業のインカタ支援の方向も変わりつつあり、いまではANCとの

関係そ重視している。これは、インカタに嫌気をさしたとか、急にANCを気に入ったと

いうのではなく、大金黛は、未来の政府との関係を作り上げるのが唯一現実的な方策だと

考えているからだ。

問題は、現在の暴力を止めなければならないということだ。マンデラ氏とブテレジの直

接的な話合いは、市民への暴力停止の呼糾ナなどではなくなるだろう。インカタが交渉過

程に何とか食い入ろうとしてくるだろうことを考えねばならない。ANCとインカタによ

る様々な話合いは、真の平和をもたらさないであろうし、ANCの対白人政権への圧力政

策変更に終わるかも知れない。そのようなことになり、ANCの要求がただの提案になっ

ていくにつれ・ANCはもはや主宰組織とみられなくなる。他のバンツースタン“国”の

リーダーが、同じように白人政権擁護に利用されるかもしれない。

さらに、ズールー対コサ・ツワナ対ンデベレなど（美原にはこういった民族対立などな

いのだが）の民族抗争を挙げて、ANC主導の政府はこの様な対立・無秩序を引き起こし

やすく、それは不可避的と白人政権が利用するだろう。

プチレジがマンデラ氏との会合が暴力を制止できると言う時は、彼がインカタの自警団

くどヅランチ）に武器を捨てさせることが出来るとしたときだろう。（8／27　ニュー7フ・川ン）

死者の統計（Death To‖）
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南アフリカの動き
7－－－・■8　月　　　　　　　　　宮野　佳世子

0723　本年度の当面の課題である、数千人の南ア亡命帰還者問題が、7月末ジュネーブで

開催される。帰国に関するプロジェクトは、2，500万ランド（約15億円）を誕；えよ

うとしている。南ア教会協議会のフランク・チカネ捻幹事が代表を務める。全国帰

選者調整委旦会は、宗教者の中心的組織及び亡命者の政治運動を支援する人々によ

って構成されている。　　げイリーディスパッチ）

8729　南ア共産党（SACP）幹部のマック・マノ＼ライ氏暴動を計画した嫌疑で拘禁され

た。これは、政府による南ア共産党失墜をねらった動きである、と見られる。彼は

、中央集会の最高責任者であり、ネルソン・マンデラ氏をゲスト・スピーカーとし

て呼ぶ計画を推し進めていた。この拘禁は、集会開催の矢先の事だった。

共産党中央委員会メンバー、UDF（辣一民主戦線）のリーダーも拘禁のおそれが

あるといわれている。けィーグリーメイル）

0729　人権委員会（軌Ⅷ胤n Rights CommlSSlOn／ⅢRC）最新の発表によると、国内治安法第

29条により、182人が拘禁されている。少なくとも7人は、ANCの地下組織結成

に関与したという理由で拘禁された。また、ナタールの11人は、4月22日以来拘禁

され続けてい。非常事態宣言下のナタールでは拘禁者記録がないが、ボプタツワ

ナでは81人が拘禁されている。（サウス）

08016月Z7日、『Ma●　arl V』（イスラエル紙）によると、10人の南ア財界人がイ

スラエルを訪問し、両国間の貿易の衰退についての話し合いが持たれたとされてい

るが、今回の訪問に関しての公式発表はなされなかった。現在南ア白人政権は、ナ
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ミビア・アンゴラの撤退により軍事予算を削減している。イスラエル政府は、年間

4億から8億ドル減少している南アでの軍事需要（そのほとんどがミサイル・エア

ークラフト・核兵器等の開発プロジェクトの技術移転に当てられていた）について

悪念していたといわれている。イスラエル議会のメンバーは、すべてのイスラエル

の対南ア軍事取引きに終止符を打つよう、審議中であった。したがって、今回の南

ア財界人の訪問に、議会は困惑する事になるだろう。

0803　クウェートを侵攻したイラク軍の武器は南ア製のものもあり、南アの軍事専門家の

訓練も受けている。南アの軍需産業アームスコールは、1988年代からサダム・フセ

イン軍に重砲を売り続けている。この軍事交流は、人材が相互に派遣されてもいる

と言われている。　（ウィークリーメ拍）

0824　かつてスローガンは「教育の前に解放を」だったが、今は「解放のために教育を」

が唱えられている。多くの学生が、街頭で叫び、“死活問題’’について議論してい

る時に学校へ行く習慣を失ってしまった。しかも、彼らが反対してきたバンツー教

育システムは、1950年代に政府が打ち立てて以来ほとんど改善は見られない。また

超過密教室・不十分なテキスト・学校施設そして教師といった状態は変わらない。

ある調査によると、小学生80万人、13－17才71万人が学校に行っていないという。

また、白人に費やしたのと同じく、19億ランド（約1，140億円、政府予算の50％）

が黒人学生のために必要であるともいっている。　けィ」州一メ仙）
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松島　多恵子

先月、昨年末から数ヵ月間南アとナミビアに滞在したという、フリーの女性フォトジャ
ーナリスト（Yさんとしておきます）と一悶着ありました。彼女の、「ナミビアの独立は

自分たちで勝ちとったものではないから・・・・」という言葉をきっかけにしたものです。以

下は私と彼女の間で交わされた手紙です。紙面の都合上、一部を省絡しており、あまり事

情を説明することも出来ませんが、「私たちのやっている反アパルトヘイト運動とは一体

なんなのか」を改めて問うものだったので、趣旨を壊さないよう、ここに掲載します。

私の最初の抗議の手紙は、
「ナミビアの独立は彼ら自身が勝ちと

ったものではない」「国連などとの交渉

で達成された」というあなたの発言の無

知さにガクだとし、階が立った、そんな

目で南部アフリカの人々を何カ月も見て

きたのか、あなたのようなフォトジャー

ナリストとか、南ア激しい動きをとりに

いく得体の知れないカメラマンとは何な

のか、知識などなくても、朋にいけば

いいものが揺れると思っているのか、ジ

ェリー（ANC東京事務所代表）弟きん

など、あなたがホームステイした人々は、

あなたの考えを聞いたら悲しむだろうし、

彼らはあなたがカメラでメシを食えるよ

うに手伝っただけだった、と思うだろう

というような内容です。

Yきん一一うー私への∃三系l壬

私が「ナミビアの独立は自力で勝ちとった

のではない」と言ったことに腹を立てている

ようですが、残念ながらそれは私の意見でも

なんでもなく、れっきとしたr事実」なので

す。ナミビアの独立は、キューバ軍がアンゴ

ラから撤退するかわりに南アがナミビアから

手を引くという交換条件の産物として実現し

たのです。幽月にUmAG（国連）がナミビ

アに人や、環境を整えた後、ヌジョマ議長は

ようやく30年ぶりでナミビアの土を踏むこと

が出来ました。SVAPOが実力でもってナミビア

から南ア軍を追い出したのではありません。

あなたの無知・不勉強をこそ恥ずべきであっ

て、ナミビアの独立が反アパルトヘイト運動

の成果だと信じていたら、あなたは全くの国

際政治音痴でしょう。

アフリカとの関わりも私の方がずっと長く、

深いっもりだし、アフリカへも何度も行って

います。そもそもあの時期にナミビアに行っ

たのも、アフリカ最後の植民地を現地に行っ

て体験し、自分自身の目で見て、人々の喜び

を分かちあいたたかったからです。それなの

に、あなたはなぜナミビアへ来なかったので

しょう？あなたにナミピアの人の気持ちがど

うして分かるのですか。ナミビアに行きもせ

ず、人々と話をしたこともないあなたが、私

に揺そうなことをいえる資格などありません。

現場に居たものとして言わせてもらえば、

ナミビアでは、体の奥から弾けるような独立

の喜びは残念ながら感じることが出来ません

でした。もちろんみな「独立は嬉しい」「こ

の日を待ち望んでいた」といいます。嬉しそ

うな表情をしています。でも、国全体、黒人

全体の大きなエネルギーにはなっていないの

です。例をあげましょう。

確か11月15日、開票がすべて終了した日だ

と思います。SIJAPOが過半数を制し、ヌジョマ

が大統領になることが確定しました。その日

昼ころから黒人たちはカトウトウラからウィ

ントフークの中心街に向けてデモ行進し、Su

APOの勝利を祝いました。その日の夜12時噴

再びカトウトウラに行ってみました。長いナ
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ミビアの歴史の中で初めて黒人政権樹立が決

まったこの歴史的な日を、黒人たちはアパル

トヘイトの産物である黒人居住区でといのよ

うに喜び祝っているだろうかと。しかし、カ

ト巾トウラの町は濱静まっており、ヌジョマ

の自宅もやはり静かでした。日本ですら、た

とえ小さな地方遺草でも、支持者が集まり、

夜通しお祝いします。こんな歴史的な日に、

どうしてこう淡白なのかというのが素朴な疑

問でした。

独立時は黒人小学校教師の家にホームステ
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アンゴラ問題の解決との引き換えに起こっ

たナミビアの独立・・・・その事実は私ももちろ

ん知っています。それについては「一体どう

してそうなってしまったのか」「なぜナミビ

アの独立とアンゴラ問題という別個の問題が、

ここで交換条件のようになっているのか」を

理解しなければいけないのです。ナミビアに

限らず、第三世界のことがいっも欧米主導で

論議きれてしまう、その根深い仕過み・シス

テムは何なのか。あなたはSuAPO軍が実力を持

って南アを追い出したのではない…・と着い

ていますが、そうしたら、かつての朝鮮・中

国など日本に侵略きれた国々、ベトナム等々、

そういった回の人に対しても「実力で日本を

追い出せばいいじゃないか」といえるんでし

ょうか。どうして、侵略した側＝強大な軍事
・経済大国である南アのやったことが全面に

出きれず、被害者のナミビアの弱きが強調さ

れるのだろう一一？あなたの文面からは、ナ

ミビアはだらしないとさえ言っているように

思えます。

昨年末以来から独立までのナミビアの様子

を書いて下さいましたが、もちろんそれは、

個人によって感じ方が達うでしょう。そして

あなたは、ナミビア人民白身が勝ちとったの

ではない独立だから、エネルギーが感じられ

なかったとしていますが、一体、そこまで自

分の姐得とのギャップが大きいのはなぜだと

お考えですか？そここそ、アフリカに緑の

ない、アフリカを未知の遠い国としてしかみ

られない多くの日本人に、きちんと説明すべ

き点に思えます。

あなたは、手紙にお書きになったことを「

報道する気はない」といっていますが、じゃ

あ、ナミビアの独立について香かねばならな

いと善、どのようにお書きになるんですか。

南アのフランク・チカネ牧師はこう言いまし

た。「先進国では熱狂的な芽囲気か、何百人

もの人が殺されない限り第三世界のことは記

事にならない」と。

◆「ナミビアに行ったこともないくせに」と

いう文章について

昔、アフリカ行動委員会が南ア領事鰐に抗

、．ここ
イしました。独立の日ですらカトウトゥラは

平穏で、普通の日曜日の延長のようなもので、

混んでいたのはディスコだけ。何も知らない

人をいきなりここへ連れてきたらここが今日

独立を迎えたとは到底信じられないでしょう。

「アフリカ最後の植民地の独立」という私

の思い込みが強すぎたのかも知れませんがが

それを割り引いたとしてもやはり独立という

のもっと喜ぶべき大変な出来事だという思い

は根強く私の中に残っています。

それほどエキサイトしていない理由として

「独立しても大変だ」「国連が引き上げると

失業が増える」「お金がない‥・・」などと人

々はいいました。でも、独立の時くらいそん

なことを考えずに、過去何10年か虐げられた

思いをわっと吐き出してもいいじゃないです

か。喜びを表現するのにお金は必要ありませ

ん。だから私は、SUAPOが実力で独立をもぎ取

ったり、南アと直接交渉して独立への道を柘

いたのなら、もう少し様相が建っていたので

はないかと。もし、自分たちの手で掴みとっ

た独立だ、という意識が黒人たちの間に流れ

ていたら、そういう感情は自然と外へあふれ

たして来るものです。

私は、こういうことを報道しようという気

はありません。あくまでも現場での感想です。

でも、現地であった他のジャーナリストも、

私と同じ様な考えを持っている人がいること

は付け加えておきます。

私→▲Yきんへの事象氏
◆「ナミビアの独立」について
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議行動に行った時、「あなたがた、南アに行

ったことないのでしょう、実状もお知りにな

らないのに…・」と領事鮭の人が言いました。
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ことにとらわれ、そういう心配をせざるを得

ない状況に人々を陥れているものは誰か、何

なのか、を知る方がよほど重要です。

米　等　寒　米　米　軍　米　車　米

上林さんが3月に行ったとき、「ナミビア

の人はとても荘厳な気持ちで独立を迎えてい

た」と言っていました。彼の受けとめ方を聞

いていたので、この認識の速いはとこからく

るのか、理解できませんでした。

戦争一一方が侵略し、他方は侵略きれる－

を、ケンカかなにかと勘違いしているのでは

ないでしょうか。独立選挙の壮絶な南アの妨

害について、彼女はどう思っているのか分か

りません。私の二度目の手紙に対し、Yさん

からの返事はまだ来ていません。

印欧欧⊂アフリカVS日本』（第三着儲）で、

ザイールで生活体験を持つ田jlr建三氏の言葉

が引用されています。

r体験しなければ、というので所詮相手と

運命を共にするわけではない観察者が“体

験”のために大勢押し拗けることは、相手

にとって迷惑なだけでなく、そのこと自体

がもう一つよけいな力関係をつくりだして

しまう。むしろ必要なことは、こちら側に

いても、あちら側の眼を持ってものが見え

る、ということでなければならない。それ

は想像力の問題である。想像力とは勝手な

像を描き出すことではなく、おのれが体験

しなくとも、他者の硯実にまで到達しうる

理解力のことである。…・そして、想像力

なしに連帯することも不可能である。」

どうして、「そこ」へ行ったことがないと、

「そこの人々」と会ったことがないと、何も

言う資格がないんですか？20年も反アパルト

ヘイト運動をやってきた植原きんは、ずっと

ビザ発給を拒否され続け、今やっと南ア入り

することが出来ましたが、私が見た南ア、人

々…・は楠原さんの書いた本の通りでした。

彼は、向こうの人の書いた文章を一生短命読

み、人が来る度に話を聞き、考え、想像する
凝

んです。本当にすごい人だと思いました。も

ちろん、「そこへ行く」ということは大きな

成果の一つです。でも、「そこの人々が」何

を考え、どんな思いでいるのかを知るために、

必ずしも現地へ行かなければならないとは思

いません。

◆今回の手紙で、“自分の率直な感想”みた

いなものをお着きになったようですが、そう

いうことを公にしないなら、どういうことを

公にするのか（さっき書いた貨間ですが）。

そして、自分の率直な思いを書かず、別の書

き方をするなら、その矛盾は何なのか一一と

いう疑問が起こります。私が今きいたことは、

あなたがジャーナリズムの中で目指すものの

中には含まれないのか、私には分かりません。

アフリカについて無知でないとおっしゃる

なら、“南アのナミビアに対して行ったこと

の残忍性’’はさておいて、“ナミビアの弱き
”の方が大きな要因だと考える理由が知りた

いです。ナミビアの独立、アパルトヘイトの

廃絶に大した責献もせず、そこからむしろ経

済的に巨利を得ている国の人間として、私は、
「ナミビアの独立は与えられたもの」などと

は決して言えません。南アに行った時、日米

欧の多国籍企業が完全にシステムを支えきっ

ていると痛感しました。その加担をぬきに、

ナミビアの弱きなどつくことはできません。

あるジャーナリストも、r黒人は目先の利益

のことしか考えない、あんなパワーじゃ駄目

だ」と言いました。でも、明日のバン、失業、

生活員の心配をするのは当然だし、そういう
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南アフリカに手紙を出裔アの死刑囚に手紙を　田村幸子

今月は、1987年南アフリカ鉄道と港湾労働者の組合SARHWUのストライキ中に起こった
4人の非ストライキ参加者が殺された事件によって、死刑判決を受けた4人のSARHWUの
組合員を御紹介します。

☆Takalaml Davld伽pha詳l

ディヴィド7ンバ利ま困難な状況の中でベンタで成

長した。不利な環境にもかかわらず、彼は22
才で農業学校に入学することができた。

彼は25才。結婚し、一人の子供がいる。
ストライキの時、彼はソウェトのおじの家に

間借りし、1部屋に4人で生活していた。
電気工としてSATSで働き始める1985年

2月まで、彼は失業者だった。ストライキの

時は、彼は一月に280R（ラ井）稼ぐ掃除人
として働いていた。彼はストライキの間中、
過激な警官の行動によって大変ひどい目に会
わされている。そして、彼の証言中、彼はバ
ーク駅で一人の労働者が撃たれた事件を思い

出している。

☆Geo工官e hbur吃dzo

ジョージ・わンゲゾは36才、毒皮はペンタで育ち、山

羊や牛の牧夫をしていた。彼はたった′J、学2
年までの教育しか受けていない。彼は慣習と
して二人の妻を持ち、二人の子供がある。彼

は両方の妻と子供達を扶寒している。

彼は19＆0年仕事をさがすためにヨハネスブ
ルグに移り、ニューカナダでSATSで働き
始めた。彼がそこで働いている間、彼はソウ
ェトの市営の宿泊所に住んでいた。
彼自身、不充分なスペース、灯り、換気、

すべての不快に耐えていた。移住労働者の全
部が狭い宿泊所に押しこまれていた。彼はシ
ングルルームを10人の男達と共有していた。

そして、訪問者は彼の妻であっても許されな
かった。ストライキの時、彼はSATSでひ
と月350Rの収入で雇われていた。

☆Wilsonlbbile

ウィルソン・マヮルはベンタで成長した。彼の父は彼

が一才の時亡くなり、電気も水もなく、洋服を
買ったり学校へ行ったりする為のお金を工面す
ることもできないほど貧乏なおじの家で育てら
れた。彼は小学校4年まで進んだ。しかし、お
金の不足のために教育を受けることができなく
なった。彼が学校に行く事ができた時ですら、
学校の教材や本の為のお金が充分になかった。

ウルソン・マヮルは結婚して16年、8人の子供がい

る。彼は家族をとても大切にしている。彼は
1982年にSATSに入り、混成の宿舎に住んで
いた。彼は家族と一一備に住むことができなかっ
たことを大変不幸に思っている。
時たま、彼はソウェトで妻と二人の子供に会

うことができたが、しかし、彼等は他の子供達
の世話のためにベンタへ戻らなければならず、

彼も宿舎へ戻らなければならなかった。

この人達に八ガキや手紙を送ってくださいl
（宛先）

Pretoria Central h・1Sm，

PrlVate Bag X45．

PRmRIA OOOl，

REP．OF SOUTH AFRI CA

☆Patrick MDlefe

バトリサク・モレフェは救い難い貧乏の中で成長した。

彼の両親がヨハネスブルグで働いている聞、ト
ランスカイの祖母によって育てられた。彼の学
歴は小学2年で終っている。彼は28才。独身。

彼は、1983年にSATSで働き始めジャーミソ
ンに配置された。彼はデルモアの単身者用男子

寮に住んでいた。他の宿舎の住人達と同じよう
にひどい状況であった。ストライキの時、ひと
月280Rの収入だった。彼は警官連が一グル
ープのストライカー達を強制移動させようとし

てギャリソンの労師者達にしたひどい行為を目
撃した後でストライキに足を踏みこみ始めた。

警宇戸軸呂諸姦宗認定尊号妄与！こ

英語の苦手な方はハガキに日本語で文を書
いて、封書で行動委員会まで送って下さい。

こちらで下に簡単な英訳をつけて、南アフリ
カへ送ります。

なお、航空便でハガキは70円、封書は
120円（10gまで）です。
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片　岡　物　産　㈱

◆グループ　r経済制裁アクション

▽　F英匡l産』アッ　プルタ　イザ－登場？
南ア商品ボイコットのターゲットであった果汁飲料rアップルタイザー」の表示が、昨

年から『英国産』に変わりつつある。

容器のデザインやロゴなどは、南アフリカ共和国から鰯入していたものとほとんど変わ

っていないが、製造元は英国の－A†ALONImmATIONALlnc－で、原産国も『英国』と表

示されている。長い間のボイコット・キャンペーンが実ったのか、それとも南アフリカ共

和国隠しの第三回経由なのか、反アパルトヘイト　ウイークの始まった90年6月18日、

行動委員会代表以下3名が翰入総代理店の「片岡物産㈱」に面談を求めた。
応対してくれた営業部および宜伝課の説明を要約すると、

1）かって、南アフリカ共和国の政情をよく認識しないままアップルタイザーの稔人を

姶めたが、その後同国の人種隔離政策や国際的な経済制裁を知るに及び、数年前より

代替商品の研究開発に着手した。
2）その結果、英国産や欧州産のりんごを原材料とし炭酸を添加した代替商品の開発に

成功し、英国で製造するその製品（缶入り）を昨年から輸入し始めた．なお、ビン入

りのアップルタイザ一については今年から順次、英国産に切り替えていく。

3）この英国製品に　rアップルタイザー」の商品名を使用することは、アップルタイズ

社（南アフリカ）から許諾を得ている。

4）「日本貿易月表Jの『りんごジュース』の品目でみると’89年も南アからの輸入

量は変わっていないとの指摘があるが、アップルタイザーは天然果汁に炭酸を添加し

ているので『アルコールを含まない飲料』の輸入品目に分類されてる。

などであった。　この説明に対して、

1）その国の政情などを調査せずに外国企業と貿易を

始めることは、商習慣上からも納得がいかない点で

はあるが、それにも増して人種隔離政策や非常事態

宣言などの事実を知り得た後も、連綿として鰯人を

てきた責任は回避できないこと。

2）しかし、説明の通り『英国産』であることの証明

がなされれば、今後、南ア商品ボイコットからアッ

プルタイザーを除外することはやぶさかではない。

したがって、貿易月表などでチェックするため『輸

入申告書』の提出などを要請した。

それから的半月後に、片岡物産㈱から送付されてきた
『輸入申告書（1990年）』の写しには、原産国は英国、

品目分炉は「2202．90．200　アルコールを含まない飲料」

であることが明記されていた。

▽ア　ッ　プルタ　イザ－の輸入とポイ　＝コ　ッ　ト

街でみかける外国名の清涼飲料のほとんどは、輸入品ではなく、日本国内でライセンス

生産されているものが多い。アップルタイザーは、製品として輸入されている数少ない清

涼飲料のひとつである．なぜ、日本でライセンス生産ができないか、先の面談では麻材料

となる種類のりんごの調達の問題であるという回答であった。
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アップルタイザーの輸入は1967年から始まり、82年の輪入額9千万円、83年2

億2千万円で今後の増加が期待される、と「84年版海外市場自書」（J ETRO）に記

載されている．しかし、JAACの甜査では88年が2億7千万円（日本貿易月表）とそ

の後微増であることは、喫茶店や小売店などの店頭販売ルートに限られていることと、南

ア商品ボイコットキャンペーンの効果が無縁ではないであろう。88年7月と10月に
「南ア商品ボイコット小委員会」が出した公開質問状に、『現在は取り扱っていない』と

答えたスーパー、百貨店が圧倒的に多かったことからも、そのことが推測される。

▽英匡lの反アパルトヘイ　ト団体にも調≡査依願
輸入申告書の確認とあわせ、例えば南アフリカ産のりんご果汁に英国で炭酸を添加すれ

ば、現在の景品表示法で原産国は『英国』になるなど、抜け道やいくつかの疑問点を解明

する意味から、7月兼、片岡物産㈱に対して追加資料の提示を求める文章を送付した．

追加資料として要求したのは、①英国でアップルタイザーを製造しているAVALON社の会

社概要、②同社との契約書または品質保障、製造管理、製造指図などに関する資料、③南
ア・アップルタイズ社との商品名rアップルタイザー」の使用許諾に関する書類、①1989

年の輸入申告書、⑤その他、南アフリカ共和国と無関係であることを証明できる資料、の

5項目とした。

その結果、片岡物産㈱からは『‥・ていねいに、また通常の商談では口外しないこと

につきましても、ありのままにお話し申し上げましたことも、貴重貝全様にはほとんど意

味の無いことであったのかと、虚しい気持ちでございます。』と、事実上断わりの回答が

あった。
一方、同時期に英国の反アパルトヘイト団体に対して調査協力を独自に依頼した結果、

人用LON杜の箕本、株式、役員、原材料の調達、取引先について南アフリカ共和国との直接

的な関係はなさそうである、との中間報告があった。

▽南アプリ　二わ共手口匡lと無関係の実証は？
口頭による説明と提出された輸入申告書、および英国の反アパルトヘイト団体の協力調

査の範囲では、現在、片岡物産㈱が輸入しているアップルタイザーが英国産であることは

マチガイなさそうである。

しかし、先にふれた原産国表示の抜け道や、アップルタイザーの製造、加工、原材料か

ら資本、役員関係に至るまで南アフリカ共和国と完全に無関係であることが実証されたわ

けではなく、“関係なさそうであるり”とまだ疑問符つきの段階である。

南アフリカ共和国からの輸入品であったアップルタイザーのボイコットを、全国の団体

や市民に広く呼びかけてきた責任上、南アフリカ関連商品でなくなれば、速やかにボイコ

ットの中止を公表する責任がわれわれにある。と同時に、われわれの呼びかけに応えてボ

イコット運動に参加された多くの人々からの、あらゆる“質問”や‘■疑問”に対して回答

する責任も、われわれにある。

現段階で、われわれ自身が疑問符つきのまま、ボイコット中止を決定することはできな

い。そして、われわれが調査をするまでもなく、唯一、事実の証明ができるのは片岡物産

㈱をおいて他にない。われわれは、片岡物産㈱からの“実証’’提供に期待をしている．

∇　F南アフ　リ　カ産』アッ　プルタイザ－
・　ウオ　ッチニ／グの継続を！

そしてそれまでの臥　まだ喫茶店や小売店などに残っている『南アフリカ産』アップル

タイザーのウオッチングと撤去要求の運動を継続することを呼びかける。

さらに最近、南アフリカ共和国から並行輸入を始めた「都光商事jのアップルタイザー

（原産国：南アフリカと表示）の情報収集と同商事への抗議を呼びかけていく。
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「自由民権協会」集会の報告
日∃中　西：正

9月1日（土）の午後、カンタパンセに於て、自由民権協会主催による「ネルソン・マ

ンデラ氏来日記念集会」がありました。当日は、弁護士の林陽子さん、鈴木理子さん、評

論家の北沢陽子さんの報告がありました。林さんは「アパルトヘイトを支える法体系」と

超して、南ア白人政権が言うところのアパルトヘイト基本四法（（∋人口萱鎧法、②土地法

③集周地域法、④施設分離法）の成立の意味、そして現状を報告してくれました。鈴木さ

んは、合衆国における反アパルトヘイトに関する政策、援助、制裁規定等、反アパルトヘ

イト法の概要について報告してくれました。ここでは紙面の都合上∴北沢さんの「南アの

金と日本人」の報告を紹介したいと思います。

日本と南アの貿易の詳細についてはここでは深く書きませんが、1974年になると貿

易の伸びが増大して来たという点に注目します。このことにおいて当時の三木内閣の木村

利夫外相は国連で「貿易額はこれ以上（10億ドル）殖やさないとE約束をしたと言いま

す。（決して法律では規制したことはないが）そして1985年、これが日本の変り目（

円高）で、内需拡大政策によって輸入は「善」という潮流の中、南アから水産物、木材、

そして一番の目玉である金が多く輸入されるようになりました。1986年、反アパルト

ヘイト運動が世界的に拡大した年に日本は、南アの金の全輸出のうちの半分を買っている

そうです。南アの総輸出の半分は金でまかなわれている訳ですから、その半分を買ってい

るということは、南アの屋台骨の25％を日本が支えていることになります。これだけで

も日本は南アの最大のパートナーということになります。そしてこの裏には、1946～

71年、金本位制により1オンス35＄と決められていた価格が、金本位制をやめた後、

特にソ連がアフガンに侵攻した1978〈ノ79年頃には1オンス1000＄になったとい

うことです。この高価な金を日本がせっせと買うことで南アは莫大な利益を上げ、軍備の

増強、国営産業の育成というアパルトヘイト体制を強固にしていったのです。［］本が南ア

のアパルトヘイト体制を支えた理由はここにもあります。その金を日本ではどのように流

通しているかといえば、装飾品、もっと大きな使い道は投機として、つまり財テクに運用

しています。投機というのは、値が上がり続けなければ旨味がないので、しいては金を買

い続けなければならないという悲劇的な構図が浮かび上がる訳です。その為日本は対南ア

貿易高が世界第1位になり欧米各国から軽い非難があったのは記憶に新しいところです。

そして恥の上塗りとでもいうか、その非難を躾す為に世界第2位になればいいのではない

かということで、統計上の操作をすることで、つまり金の輸入元を金を産出していないロ

ンドン、チューリッヒということにして目先を誤魔化している訳です。その金で天皇金貨

を作ってしまうということになる段においては、悲劇を通り越して喜劇的すらの感があり

ます。

南アの金は我々に幸福を運ばないばかりかアパルトヘイトを存続させる以外の何物でも

ないということです。
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金　明植さんたちの即時釈放を！
－　韓国の反アパルトヘイト運動家、支援緊急アピール　－

吉田　章二郎

1980年代中頃の反アパルトヘイト運動の高まりによって、ヨーロッパ・アメリカ企業が

撤退したスキをついて日本企業が南アフリカに進出したように、今韓国企業の南ア進出が

急激に上昇し・この先何倍かに増やそうというニュースが伝えられています。その韓国で、

昨年1月21日に全国民主運動連合「全民逮」が結成されました。構成団体は、宗臥労軌

農民・地域運動等の200以上の団体によって作られています。この全員連を中心にしてネル

ソン・マンデラを韓国に呼ぼうと言う動きがあり、ANC日本支部が連絡をとっていまし

た．ところが今年7月11EL　全民連の国際協力委員長でAALARI（アジア・アフリ

カ■ラテンアメリカ研究院）委員長の金　明植（キム・ミョンシク）氏が、あの悪名高き

「国家保安法」違反で逮捕されました。そして、同時に逮捕された他の三人（美　佐旭氏

・李　在浩氏・食載賢氏）の人達と共にソウル拘置所に拘束されています。杉並にあるr

AALARI設立を支える会jが中心になり、即時釈放を求めるアピール行動が開始され、

多くの賛同者・団体が参加しています．「AALARI」はアフリカ行動委員会ともニュ
ースレター交換等の交流があり、シェリー・マツイーラ氏（ANC駐日代表）を呼んで「

反アパルトヘイトと国際連帯」の会を催す等、反アパルトヘイト運動に力を入れている団

体です。私達は反アパルトヘイト運動の仲間として、彼らを支援しようと準備を進めてき

ました。その矢先、彼らの拘留先であるソウル拘置所で、8月27日に禁書に対する抗議

に始まる衝突が起き、数十人が怪我をし、金　明植民も骨折をするという事件が起こりま

した。抗議をした40数人が櫻罰房に入れられた上、拘束者の家族と警官の対立から多数

の怪我人が出たと伝えられていますが日本では一切報道されていません。私達は、国際世

論を喚起し、即時釈放を実現するため、担当検事、大統領等に連名で抗議行動をとりたい

と思います。この抗議行動に賛同される方は、ハガキでアフリカ行動委員会までご連絡下

さい．又、抗議と激励のハガキを直接、下記の所に送って下さっても結構です。

抗謀
【皇室検事あて】

1大抜民国

SEOIJL市頭草区頂草個

SE即し地方検察庁908号

李東男検事貴下

【検察庁長官あて】

■大韓民国

SE肌L市中区西小門南38

検察庁長官貴下

微動　′

【大琵雷あて】

1つて率真≡】

S三OUL市道路区世京洛1

音瓦台

虔秦愚大統領質下

【在日韓国大使館あて】

■東京都港区南麻布1－2－5

大建民国大使館

■〒437－120

大韓民国京茨遷菜在市Poll－Domg山18－1

No116金明徳　No165斎載質

No129美佐弦、No130李在浩、

【法務部長官あてユ

■フく韓民国

京畿道黒川市

政府競合庁舎

1要語審姦富貴下

【AALARIあて】

■S EOUL市冠岳区孝夫9洞635－331

アジア・アフリカ・ラテンアメリカ研究院（llLIRI）

（Aj上a Arrlく且　Latln－A匹erlCa ReSerdl几武日用ね）
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マンデラ歓迎委員会からのお知らせ
5月にOPENしてから、ほや3カ月が過ぎました。マンデラ氏来日日程がいまだ決ま

りませんが、彼を迎えようという気持ちには変わりありません。当委員会では来日が予定

されている10月20巨Ⅰ過ぎに、コンサートの計画などを立てています。現在、ボランティア

約30人が多方面で活躍中です。詳細は、事務局までどうぞ！

①矧司人・団体を募集利
マンデラ氏歓迎の趣旨に賛同して下さる方は、

ぜひ賛同人となっていただけないでしょうか。お

問い合わせいただければ、パンフレットを送付い

③署名清秋こご協加㈲lLます！（→閥をご参照下きい）

アパルトヘイトの匡巨南アに対して日本は何をしてきたのか？それを問う意味で、私

たちは署名活動を始めています。是非、周囲の人に広めて、一人でも多くの署名を集める

ことにご協力下さい。

③歓迎行事企醐会への参加を！

8月30日（未）に行われた事務局会議で、10月22日（予定）の歓迎行事当日に向けて

再編成することが出来ました。企画部会は今後、イベントに関する決定・実行をして行き

ます。今後もどんどんメンバーを増やし、よりアクティブに、より楽しくやって行きたい

と思っています。ご興味のある方は、是非事務局にご連絡下きい。

気になるマンデラ氏来日に関する公式発表はなされていません。この原稿を書いている
のは9月3日（月）ですが、5日までにはっきり日程が決まらない限り、今予定している

歓迎イベント（横浜アリーナでの1万人コンサート）は、現在動いている形としては中止

になります。今夕の企画部会で、9月5日に＜1＞来日が決定したとき、＜2＞来日しな

いことが決定したとき、＜3＞来日についてはっきりした返事がこないとき、などのケー

スについての対応策を、具体的に話し合っています。また、次号あるいは号外にて、でき

るだけUpdateな情報を載せていただきたいと思っています．

④グッズ販売鵬知らせ

◆絵はがきセット　￥500 ◆ステッカー　￥250

（ANCのシンホ’、ルカラーを使用／5枚つづり）
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あなたもマンデラ氏に来日歓迎とアパルトヘイト廃絶のメッセージを！

－一　　重欠迎委昌会－　リオミニノブOt＝1ミブ二【クト一一

歓迎委員会では、マンデラ氏訪日へ向けて夏休みを返上し、地下室にこもり、様々な企

画を考えています。できるだけ多くの人が簡単に、遠くの人でも参加できること…・。以

上のようなことを考え、たどり着いたのが、この“リボン・プロジェク卜，です。

簡単に説明しますが、以下に示した規格の布（これをリボンといいます）に‘‘vlVa

Freedom！”というテーマで自由に表現して欲しいのです。表現方法は何でも結

構ですので、パステル画、パッチワーク、毛筆等、得意な分野でやって下きい。そしてみ

なさんに作っていただいたリボンをつなげ、マンデラ氏歓迎行事の会場に飾り、南アに持

ち帰ってもらおう、という企画です。いかがですか？

歓迎行事は日数の上でも会場の上でも、やはり、ある程度の限定がつきまとうのは否み

きれない事実ですが、少しでも意志のある方は参加できるgoodな企画だと自負してい

るのですが…・。反アパルトヘイトの意志が一人一人の内から生まれ、その想いが目に映

るかたちで、意識の上でつながる。そして、鶴を少しでも広げることが出来たとしたら、

とても嬉しいことだと思うのです。

N・Yで始まった、この“リボン”、日本でも池子等で行われたのでこ存じの万もいる

と思います。何と目標枚数は1000枚！製作と共に、まわりの人々への呼脚ナも宜しく

お願いします。　　　　　（問い合わせは、マンデラ歓迎委員会勝野　春江まで）

よこ′クC川
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読者からの手紙，タンザニアから
NevsLetter7月号うけとりました。本当に毎月きちっきちっとNeYS Letterを発行し

ている編集の方々には藻が下がる思いです。

南アやラィベリアなどから血なまぐさいイヤにニュースが届きますが、タンザニアは（

表面的にはl？）とっても平和でうちの子もすくすくと育っております。来年の今頃にはカ

タコトのスワヒリ語でも話せるようになるかもしれず、今から息子に負けぬようもっとが

んばってスワヒリ語のぺんきょうをせねば・・・と思っているところです。

さて、今回はニュースレターを通して知ったアフリカ行動委員会の活動でおやおや17と

思うことがあったので手紙をかいてます。

まず、今年のフリーダムデーはデモじゃなく「チャリティーウォ1－ク」だったそうです

が、なんでフリーダムデーにチャリティーウォークなのかいな、と思いました。チャリ

ティーつていうのは慈善とか慈悲とかいう意味でしょう。何やら24時間テレビを思わせま

す。（私のチャリティーつていう言葉に対するイメージは金銭的に富める人が、貧しい人

囲っている人々に対し、自分の手は汚さずにちょっとお金を与えて、「ああ私はいいこと

したんだわ」と自己満足にひたってそれでおわり、というものです）。反アパルトヘイト

フリーダムデーという主旨にはあわないんじゃないかと思います。もちろん寄付した人も

歩いた人も反アパを目的にしていたとは思いますが。今年はフリーダムデーデモではなく

チャリティウォークになってしまったことを残念に思います。やっぱりこの日は南アのフ

リーダムデーなんだって事を周囲にアピールしながら反アパルトヘイトを訴えて歩くべき

だと思うのです。N．し．7月号で大内さんも書いているように来年は「帽子やゼッケン

ではでにアピールして」ぜひシュプレヒコールや歌もつけてデモってください。

さて、もうひとつ気になることがあります。『天皇即位10万円金貨反対記者会見』の

記事に、「アフリカ行動委員会としては市民グループでもあり、天皇制の問題にまでは踏

み込めない」とありますが、これは何故ですか。どうして市民グループだと「天皇制の問

題に踏み込めない」のですか。他ページの『市民運動の方向を求めて』で、「アパルトヘ

イトを自分の生きる場でとらえることが出来るのかどうか」をさぐるため、「自分の生き

る場で差別と闘い、又、人権を追及している人の話をきこう」とありますね。日本の中で

の差別問題は、「天皇制の問遭」に踏み込まずには考えられないのではないでしょうか。

天皇制こそ日本の“アバルトへイドの元凶なのではないでしょうか。在日朝鮮、韓国人

差別においても部落差別においても…。それを避けて】やれ差別はよくない、人権を大切

にしろ【と言っても意味のない｝きれいごと一にしかすぎないのではないかしら。日本で

運動をやってく中で天皇制の問題にふみこむのが一番キケンでしんどいことだと思いま

す。それはなぜでしょうか。天皇制を突くことがさまざまな問題（特に差別問題）の核心

を突くことになるからじゃないでしょ－か。南アで闘っている人々は皆、その間題の核心

を突きキケンでしんどいことをひきうけて闘っているのだと思います。日本で市民グルー

プだからといって天皇制の問題に踏み込むことを避けて反アパルトヘイトや差別反対を叫

ぶことは、自分は安全な場所に身をおきながら対岸の火事を消そうとしているようなもの

だと思うのですが…。それでは自分が変われないじゃん！？そんな風にして反アパルトヘ

イトと言ってても仕方ないじゃん！？（誌面の都合により、後半を一部省略しました。編

集担当）　　　　　　　　　　　　　　　　　1990　8．4　　金山　麻美



巨室］

先月号の徐勝（ソ　スン）さんのスピーチの文章中、次のとおり間違いがあり

ました。

文章の最初から4行目「広範な民衆を抑圧行使するところでは」

1

「広範な民衆を抑圧するところでは」

訂正しお詫びいたします。

また、徐勝さんとの質疑応答は、今回は掲載できませんでした。御了承ください。

先月号で韓国の長期政治囚の方たちへ手紙を書くことなどを提案しましたが、この

ことについてはアムネスティ・インターナシゴナルの方たちと相談しながらあせらな

いで慎重にやっていさたいと思います。呼びかけることがありましたら、よろしくお

ねがいします。

丹趣　正一

れ新著賃料血叫
lI）AF（南部アフリカ国際支援基金）出版カタログ
・南ア写真集・書籍・ビデオ案内／英

WCC（世界キリスト教協議会）F人種差別と掬うプログラム89年年報』／スイス
‖胴はn Rlghts Comは引On（人権委員会）
◆　円nternal Securlty Act（国内治安法とは）』

FHuman Rlghts Update（人権近況・1990．06）』／南ア

汚

二二
・FNambla Report（ナミビ

米Ant卜Censo「ShlPAct日用Group（反検閲アクショングループ）
・FUpdate』『CensorshlP Focus』解放運動合法化と検閲法律の矛盾など／南ア

米国違反アパルトヘイト特別委鼻会
・『ObJeCtlVeS，JuStlCe』国連の反アパルトヘイト政策40年総轄

『7月1日国連総会報告』南ア国連派遠田・南ア外相から国連への書簡・マンデ

ラ氏演説内容（7／22）・ニュージーランド政府の対南都アフリカ援助・
対南ア制裁等

削amlb柑ComunlCatlOn Centre（ナミビアコミュニケーションセンター）

・FNambla Report（ナミビアレポート）』政治・治安・教会・社会経済等／英

Pplnng Resea「ch8ureau（シツビングリサーチ・ビューロー）
FOH Embargo毎alnSt OUth Afrlm（対南ア石油禁鶴）』
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一一南部7プリカ支援のための－ToAidSouthem伽毘

降矢洋子グリーティングカード　ができました。
Greetlng Cards by Yoko Furiya

2才女1租で400円　　400ye〟詑t

川のほとり

On the Riverbar血

髪を結い合っている若妻たち

Yourlg臣ves UIlder a Tree

このカードの亮上金は次のような支援のために使われます。

1　南アのウイラーズ・ファーム・スクオツタ一・キャンプの学校建設

2　南アのFEpTRAV（トランスバール女性連合）のプレ・スクール建設

3　南アのマメロディ・ファームスクールに水道建設

4　独立ナミビア支援

連絡先：南部アフリカ支援委員会　℡03－443－9775

東京都渋谷区恵比寿4－ト23－306南アフリカ問盤研究所内



アパルトヘイトのいまと私たち

紬ソン・マンデラ氏来日歓迎シンポジウム

南アフリカの反アパルトヘイト運動の指導者、ネルソン　マンデラ氏が今年2月、27

年ぶりに釈放され、以後、アパルトヘイトの完全廃絶のためにさらなる国際協力を求めて、

世界各国を訪れています。今年10月には日本への訪問も予定され、そのための歓迎行事

や、来日までのさまざまなキャンペーンを行うために、「ネルソン　マンデラ歓迎日本委

員会」は括成されました。

このシンポジウムはそうしたキャンペーンの一環として行うものです。マンデラ氏の来

日を前に∴最近南アを訪れた方々の南ア最新状況の報告をまじえながら、アパルトヘイト

の現在と、いま、アパ／レトヘイトの一日も早い廃絶のためにできること、しなければなら

鯛時　9月21日（金）6＿3。、8＝∋。。M

☆場所　千代田区公会堂

千代田区九段下ト6－17　TEl　26ト1772

☆主催　　ネルソンーマンテラ歓迎日本委員会

☆参加費　無料

☆パネリスト

析原　彰（日本反アパルトヘイト委員会）

河須崎　囁（連合副会長、全逓委員長）

川崎　寛治（反アパルトヘイト議員連盟）

ジェリー　マツイーラ（ANC駐月代表）

交通案内

◎J R／無用研駅F呼（絶妙15分）

⑳地下鉄／東西線九投下駅下郡
●＝t、pT JlmIl・－■－　■lll

構ト∵打■朋一大丁符ト【l本楯

Tll■：　●l●ll　沖11†■

⑬地下鉄／許諾斯病棟九月F駅下・lく

●餌1百一囲一小川町一粘硫

横山一束大瀧
☆シンポジウム司会　　林　陽子（弁讃士）

《問い合わせ》ネルソン　マンデラ歓迎日本委員会

千代田区神田駿河台3－2－11鑑評会館BF　†［し　251－2996



掛　アンチ　7ノヾルトヘイト　ニュースレター 1990年9月1日発行　第三謹笥使物認可

『アパルトヘイトをささえる天皇即仕記念金貨の発行を許すな！』9・29集会 

場所＝早稲田奉仕園スコットホール（怒205－5411）参加費：500円 主催：天皇即位記念会貨問題連絡会（8202－0544） 内容：パネル・ディスカッション「アパルトヘイトー金貨一天皇制をめぐって」 

＊「アパルトヘイトは終った派」と「アパルトヘイトは終っていない派」の対立が目

立ってきました。いうまでもなく、「終った派」は白人政権の｝改革路線‾宣伝に悪

乗りしているアパルトヘイト支持派です。反アパルトヘイトの世界的な運動の前に死

んだフリをしていた彼等は、「終った派」として再デビューといったところでしょう

か。その亡霊のような姿を、私は真夏の夜に見てしまいました。それは、TBS新世

界紀行「南アフリカ1600キロ豊かすぎる大地を行く」という南ア紹介観光TVです。日

本のマスコミ各社の中で唯一常駐の特派鼻を置き、しかもその特派鼻は日本人社会の

慣れあいとは一線を画して充実した報道を続けてきたTfISが、「終った派」だった

とは…0無知と悪意と作為に満ちた番組について、私個人の名で質問状を出しました。

電話で確認できたのは、TBSが外部の会社に作らせた作品であるということ、T】】

Sとして何らかの回答を用意するということ、です。今の時点では何の回答も得てい

ません。あの番組を見た人はもう一度思い出してください。見ていない人にはビデオ

をお貸しします。そして、どんどん質問や抗議の電話や手紙を書きましょう・

TBS⇒怒03－224－2440（直通）

下請け会社＝クリエイティブ・ネクサス⇒803－423－2666

＊その一方で「終っていない派」のマスコミ人もいます。文化放送「ワールド・ホッ

トライン」でお馴染みの倉林由男氏が頑張っています。披一人の手作り作品『「サラ

フィナl」がやってきた』を聴かせてもらいました。サラフイナ出演者達や篠田豊氏

などへのインタビューと音楽。それを通して南アの現実と日本との関わりを考えさせ

る秀作です0短縮版しか実際に放送されなかったこの幻のラジオ作品（50分版）を

彼と局の承諾を得て、皆さんにお貸しすることになりました。特に若い皆さんに最適

です。【アフリカ行動委員会「ニュースレター」倉林テープ係】まで郵送料封筒料と

して3百円切手を同封して申し込んで下さい。テープを返却したくない人は、テープ

代として切手2百円分をプラスして下さい。
＊高柳編集長が発送作業中の事故で腕にケガをしてしまいました。今月号はお休みで

す0本誌を必死に支えている高柳編集長に励ましのお手紙を－　　　　（T。m）
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