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l抒日頃ホ；

1990年10月27日から11月1日まで、ネルソン・マンデラ氏をリーダーとするANC

（アフリカ民族会議）代表団一行が訪目した。別に近くにいたわけではないが、僕自

身にもいろいろなことがあり、いろいろなことを考えさせられた。（マンデラ・ショ

ック）とでも呼べるような状態を、他の人たち同様、僕自身も経験した。それは前以て

僕自身予測していたし、いろいろな場所で、そういうことが起こるだろうと発言もし

ていたとはいえ、ショックはやはりショックであった。

ショックが消えて、いろいろなことどもを忘れてしまわぬうちに書いておこうと思

ってキーをたたき始めたのだが、20年前に体験したくクネーネ・ショック）のことを

思い出してしまった。関係がないことではないので、まずそれから書いてみよう。

◆クネーネ・ショック

1970年3月、南アフリカ出身の黒人詩人・作家としてすでに欧米では知られ始めてい

たマジシ・クネーネ氏が、ANCの財政担当責任者として来日した。当時まだANC

は非合法化された亡命解放組織であり、活動自体も沈滞しており、最悪の時期ではな

かったかと思う。

〔僕は1972年に、イギリスやタンザニア、ザンビアなとにおかれていた摘Cのオフィス

を訪ねたことがあったが、どこも活気がなく沈んでいた。AⅣCが蘇るのは、76年6月のソ

ウェト蜂起以降、何千何万という学生・青年たちが亡命し、その多くが佃Cに加わるよ

うになってからである。〕

さて、70年に訪日したマジシ・クネーネ氏のことだが、彼はANCの財政の雲任者

として日本の政党、労働団体、市民グループなとに援助を要請にやって来たものであ

った。日本政府は当時、ANCのようなアフリカの解放組織に対しては、会見の機会

を与えるどころか、全く問題にもせず、（テロリスト集団〉などと呼んだ外務省高官さ

えいたほどである。

クネーネ氏の滞在を引き受けたのは作家の竹内泰宏氏、詩人の高良智美民ご夫妻で

あり、案内役等を引き受けたのは、野間寛二郎氏のもとで反アパルトヘイト運動を続

けていた東京の学生を中心にした若者たちだった。僕もその中の一人だった。

〔なお、クネーネ氏の友人でもあった野間氏はそのころすでに病魔に犯されていた。

若者たちは、1964年に野間民らによって創設されていた「日本反アパルトヘイト委員会

」（JAAC）の青年組織として、69年5月に「アフリカ行動委員会」を発足させた。彼らは70

年6月26日の南アフリカ・フリーダム・デイに、日本で始めての反アパルトヘイトデモ

（120人参加。大阪から、後に「こむらと・アフリカ委員会」を設立する下垣桂二民らも参

加した）を行った。〕
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クネーネ氏は「アフリカ行動委員会」の青年たちの案内で、様々な政党・労働団体

などにおもむきANCへの経済援助を要請した。だが、いずこも結果は徒労に終わっ

た。

そのころ、日本人が南アフリカの白人政権から「名誉白人」待遇を与えられるよう

になってすでに10年近い年月がたっていて、日本のアパルトヘイト体制への加担が国

際問題化していたにもかかわらず、政党や労働運動の指導者たちは、クネーネ氏の訴

えるアパルトヘイト問題について殆ど何も知らない状態であった。また、彼を取材し、

彼の訴えを報道したマスコミも皆無に近かったように思う。

離日の近づいたある日、疲れ果てたクネーネ氏はまわりにいた若い僕らに当てつけ

るように、こう叫んだものだ。

「日本は、何でこうおしゃべりだけなんだ！おしゃへりはもういい。俺たちが欲し

いのは武器なんだ。、マシンカンなんだ！」

その後クネーネ氏は、“JapanlSkillingusJapaneseprosperitydependsupon

Ourblood一打（日本はわれわれを殺している。日本の繁栄はわれわれの血の上に築

かれたものだ。）、という辛辣な名文句を残して日本を去っていった。

これが単なる「名文句」でなかったことは、その後10数年たつとだんだん明らかに

なってくる。

例えば、南アの異人の子どもたちが飢えで苦しんでいたにもかかわらず、H本は彼ら

の常食であるトウモロコシを、主として家畜の餌用に大量に輸入し続けてきたこと、

また、日本人の患者用に使う血液（血祭剤）を南アから輸入していた（その多くが黒

人の売血によるもであったり、アパルトヘイト政策によって黒人が提供を余儀なくさ

れた血液だったりした）こと、なとが明らかになっていった。

〔この後、AⅣCのみならず、PAIGC（ギニア＝ビサウ、カボベルデの解放戦線）、FR乱川0

（モザンビークの解放戦線）、IPu（アンゴラの解放戦線）、STAPO（ナミビアの解

放団体）などの解放組織のメンバーたちが時々来日したが、日本の各界から受けた処

遇はクネーネ氏の場合と大同小異であったoANCを除いた四解放団体が現在国家権力

を掌握している0当然のことながら、ANCももうじき国家権力を堪っていく組織とな

ろう。〕

それはともあれ、これが生まれたばかりの「アフリカ行動委員会」の若者たちが体

験したくクネーネ・ショック）の概容である0この（クネーネ・ショック）が実は、

三カ月後に日本で最初の反アパルトヘイト・デモを生み出すェネルギーとなった。

◆マンデラ氏の来日

それから20年後、時代も状況もすっかり変わった0今回ANCを日本へ招待したの

は日本政府だった0政党も、企業も、労働組合も、マスコミも、宗教団体すらも、競

ってマンデラ氏一行に会見を申し込んだ0マンデラ氏の国会演説さえ実現した。

こうした状況を生み出したのは、国の内外の南アフリカ民衆の反アパルトヘイトの
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闘いであり、それを応‡愛してきた国際世論の力であった。

したがって今回のマンデラ民らの来日の目的は、他の国々への訪問の場合と同様、

①解放闘争を様々な形で応援してきてくれた人々や団体への謝意の表明、②アパルト

ヘイトの完全な廃絶のための経済制裁の継続の要請、そして、③人種差別のない・民

主的な南アフリカ国家社会の建設とANCの解放活動のための経済援助の要請、の三

点にあった。

その結果、（丑はマンデラ氏の超人的な活躍で成功を収めたが、（さに関しては、なぜ

か日本ではマンデラ氏は自分からは殆ど発言しなかった。③については、労働運動や

市民組織、それに財界から若干の援助をえることができたが、イラク問題には40億ド

ルも拠出した日本政府から、色よい約束は何もえられなかった。

マンデラ氏が海部氏に要請した援助額は、2500万ドル（約32億円）だった。南ア黒人

たちの非難と国際世論のたびかさなる批判にもかかわらず、アパルトヘイト体制と毎

年40億ドル前後の取引きをし、巨額の富与えてきた（収等してきた、といっても過言で

はない）のは、どこの国だったろうか。

マンデラ氏は「擾助」要請などでなく、「賠償要求」か「当然の権利」として、政

府と企業と国民に「請求」してよかったのだ。つまり、果人たちが享受すべき多くの

特権を享受してきた「名誉白人」の代償を請求にきた、といっても誰が批判できよう

か。勿論、謙虚なマンデラ氏は、そういう表現を一度も使わなかった。それは、僕らの

想像力の問題なのだ。

来日間もない東京の歓迎コンサートで、「日本政府が支援を断る世界で最初の国に

ならないことを敵う」とマンデラ氏は釘を刺しておいたのに、結果はそのとおりにな

ってしまった。

マンデラ氏はマレーシアで記者会見し、今回のアジア・太平洋地域五カ国歴訪の成

果について、「恐らく日本を除いて、訪問国の政府と国民から大きな反応があったと

」と語っている。マンデラ氏の日に、日本は本当にとう写ったのだろう。

◆（マンデラ・ショック〉

ところで、以上述べてきたことは、僕たちの「マンデラ・ショック」といった性質

のものではない。マンデラ氏の当然の要求に耳を傾けなかった政府の問題であり、そ

んな政府しかもてない僕ら一人一人の民衆の問題でもある。民衆運動の弱さのは反映

の問題だ。これはマンデラ氏と会った反体制政党や労働運動などの問題でもある。僕

たち反アパルトヘイト市民運動だけの責任ではない。いずれにしても、これからも倭

たち日本人がが引き受けて行くはかない、僕たち白身の自由・解放・人間化にかかわ

る問題なのだ。

さて、「マンデラ・ショック」に移ろう。

僕にとっての「マンデラ・ショック」は、二つの出来事の中にあった。
一つは、最もマンデラ氏と会いたがっていた、僕らの韓国の友人である徐勝（ソ・



一丁ンナ’丁ソtレトヘイトニ1‾スレター　　　　　　　1榊u月即日－テ＿事∃準車型空し旦＿

スン）氏がマンデラ氏に会えなかったこと。そして三つ目は、長い間反アパルトヘイ

ト運動を挽けてきた僕ら「日本反アパルトヘイト委且会」（JAAC）の全国各地の

代表たちが、マンデラ氏と会見ができなかったこと、である。

マンデラ氏よりほんの少し遅れた今年の2月兼に、19年ぶりで仮釈放された前の韓

国の政治囚の徐氏は、韓国の獄中にはマンデラ氏級の拘禁年月の長い政治囚が多々い

ることを、彼らに代わってマンデラ氏に伝えたかったに違いない。中には世間から忘

れられてしまった人もいる、と徐さんはとこかで語っていたことがあった。

この6月24日東京で開かれた、「アフリカ行動委員会」主催のフリーダム・デイ集

会での講鏡（釈放後日本での最初のスピーチではなかっただろうか）で、「彼（マン

デラ氏）は・全世界の政治犯の精神的指導者であり、いっでも原則に反して釈放され

るよりは、原則にかなう監獄生活をねが　ってきたのです。‥・彼は、囚われの者

の力が何であるのか我々に示してくれ、弱者が弱者の立場から強者を圧倒することの

できる力を示してくれたのです。」（本誌Ⅳ0＿28所収）

徐さんは、そのマンデラ氏の肉声を、解放と民族雄一の希望の灯を見ずに獄中で命

絶えるかもしれない、韓国の「年老いた政治犯たちのやつれた胸に」（同）届けたかっ

たに違いない。

徐氏とANC東京事務所との接触はその集会の日から始まり、僕らJAAC・TOKY

O（行動委員会）もマンデラ氏と徐氏の会見の実理を強く要請してきたが「日程表」

（ITINERAEYforVrⅣelsonVandela・これは外務省とANC東京事務所が協議して確

定したものだろう）には載っていなかった0「会見時問の枠が取れない」というのが

ANC東京事務所の返答だった。

JAACの場合は、31日の16時～18時の時間帯の中の16時05分～35分が会見時間だ

と二日程前に指定されたので、この中に徐氏の会見時間も含めることを決め、韓国に

何回か電話を入れ徐氏の了解をえて、当日全国のJAACの代表15人と徐氏との16人

で会見に臨んだ。

英文の「日程表」には、僕ら市民グループのところから、会見（￥eeting）ではなく、

マンデラ氏に対する「（ANCと関係をもってきたAALAなどの日本人グループから

の）短い表敬訪問」とあった。

結果は僕ら市民グループとの「会見」の直前にドクター・ストップがかかり、マン

デラ氏は別室で休養されることとなり、随行のANCのメンバーが僕らと会うことに

なった。

彼はJAACについての情報など何一つもっていないらしく、負重な時間だという

のに、とうとうと南ア情勢を語り始めたので、僕らはそれをさえぎり別々の人が三つ

の要請ともいえる質問をした。

それは、マンデラ氏と話し合おうと思って前夜みんなで考え合って決めた項目だ

った。①各地のJAACは南ア民衆の粥削ここたえようと様々な南ア商品ボイコット

運動を続けてきた0それを、「民衆による経済制裁」と呼んでいる。ところがあなた



（6）アンチ・アパルトヘイトニュースレター　　　　　　　　　1990年11月20日発行　羊三種郵便物認可

は来日以来、経済制裁についてはほとんど発言されていない。これはどうしてか。報

道機関がとりざたしているように、もう解除されるつもりか。

②僕たちはすでに南アとナミビアの新しい社会建設にコミットするために、ヨハネ

スブルグの人権擁護団体The OperatlOIlぬsakhane for the Eomelessと、ウィント

フックにある支援組織0Xfa刀を通じて、小規模ながら具体的な援助・協同活動を始

めている。こうした活動についてご意見を。③大阪の歓迎集会では2万人を越える参

加者があった。日本の中でも差別・抑圧されているたくさんの人々があなたを思い、

あの集会を成功させた。そういう人たちを励ますあなたの声が聞きたかった。日本最

後の演説となる今晩の日比谷の講演では、ぜひそれを実費してはしい。

明日からまた各地で反アパルトヘイト運動を続けて行く僕らは、この三つの質問に

ついてマンデラ氏と直接話し合ってみたかったのだ。

〔僕はまた、前の「アフリカ行動委員会」の代表でカメラマンの／州は博氏がわざ

わざホテルまで届けてくれた野間寛二郎氏の写真と、そして彼のことをマンデラ氏に

紹介するチャンスを失ってしまった。）

同席したJAACの代表団は、大野かはり（札幌）、安達博子、門村ただよし（仙

台）、福本扶佐子（松戸）、石井浩（千糞）、高柳美奈子、須関知昭、病原彰（東京

）、稲垣佳子（名古屋）、峯陽一、神野明（京都）、下垣桂二（大阪）、ジェリー・

検問（関西インターナショナル・グループ）、坂口まこと（大阪反アパルトヘイト学

生連合）、岸ようこ（広島）の15人である。

韓国の友人徐勝氏も個人として同席されたが、自己紹介以外はマンデラ氏が不在の

ためその場では発言されなかった。終わりに、徐氏を帰国前にマンデラ氏に合わせら

れないかと重ねてたずねると、夜のテレビ出浜にでかける前のANAのホテルへ行け

ば、握手くらいはできるかもしれない、といったような答えだった。

僕はそのとき6時からの日比谷野外音楽堂のステージの上で、たくさんの観衆と報

道機関の前で二人が出会う機会を作ろうと考えていた。僕ら白身もマンデラ氏と握手

するだけくらいなら、別にあらためて会うこともないと思っていた。それにマンデラ

氏はドクター・ストップのかかっているはどの体なのだ。

マンデラ民らの一行の日比谷到着が大巾に連れ、ことは予定どうりにうまく運ばな

かったが、マンデラ氏に花束を渡すことになっていた本誌編集長の高柳美奈子さんが

徐勝氏と変わってくれたため、マンデラ氏の最後の演説の後で、二人は堰上で相抱き

合うことができた。会場から万雷の拍手がわきおこった。

二人はここと三こと言葉を交わしていたようだが、会場は騒然としており語り合う

ことなどできる買囲気ではなかった。翌日の新聞はこの二人の、アフリカとアジアの

不屈の長期拘禁元政治囚の抱妹で飾られていた。僕たちがやれたことはそれだけだっ

た。二人は必ずや再会の機会があるだろう。

僕らはマンデラ氏の訪問予定のないアジアの各地で反アパルトヘイト運動を続けて

いる友人たちを日本に招いて、マンデラ氏と話し合う機会を用意しようとさえ考えて
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いた噸艶のである。

それがアジアの友人たちに呼びかけて、1988年8月に東京で「第一回・反アパルトヘ

イト・アジア・オセアニア地域ワークショップ」を主催した僕らのっとめだと思って

いた。しかしそれは、経済的な問題などで実現しなかった。また、マンデラ氏やAN

Cの代表団の人たちに、大阪や東京の歓迎委員会、そして各地で開かれた幾つかの歓

迎行事の事務局や裏方には、たくさんのJAACのメンバーとその同調者の人たちが

働いていたということも、ぜひ伝えたかった。

とにもかくにも、これがくマンデラ・ショック）の全貌である。

（クネーネ・ショック）の場合と決定的に異なるのは、ANCが大きく成長・発展

し、70年代初頭の面影は全くなく、今では南アフリカの国家権力を掌握せんとする政

治組織に大きく変貌しようとしていることである。マンデラ氏の国会演説に「天皇の

即位の儀‥・にあたり、日本政府と国民に、我が人民の祝意を表したい」などとい

う一文を入れた（天皇なしに暮らしたいと思っている僕はいい気持ちではなかった）

のも、梶山法相の差別発言は「日本人の聞題」としてコメントしなかったのも、AN

Cが自分の存在の有り様とステイタスを十二分に意識しはじめているからだろう。

マンデラ氏は日本へ来る前のオーストラリアで、乞われながらもオーストラリア国

内の先住少数民族間題に言及することを避け、先住民の反発をかっていた。ひょっと

すると、徐勝氏とマンデラ氏の会見が実現しなかったのも、こうした文脈のなかでと

らえられていたからだろうか。これはあくまでも僕の類推である。
一方僕たちのJAACという市民組織は、少しは全国に広がったというものの、権

力とは無縁の（というより永遠に反権力の）、金も組織力も何もない小さな小さなグ

ループにすぎないのである。残念ながらドクター・ストップで倭たちはネルソン・マ

ンデラ氏と会見できなかったが、それはどうでもいい。南アではマンデラ氏は会いた

ければ、いっでも会える人である。個人的にはそういう人物なのだ。

（クネーネ・ショック）でJAACは新しく飛躍したが、恐らく今度の（マンデラ

・ショック）で新しく再生し、支配権力に抗しなからタウンシップやスクオーター・

キャンプや「パンツ一・スタン」と呼ばれてきた農村地帯で、たんたんと生きて行く

南アフリカ民衆たちとの、共同作業にとりかかっていくだろう。

27年程前にJAACが歩き始めたころ、今は亡き上原専線先生が、とうやって運動

を進めていったらいいか途方に暮れていた若い僕たちに向かって言われた、次の言葉

は、いまだに意味を失ってはいない。

「南アフリカのアフリカ人の解放と自由は、日本人の私たちの解放と自由の問題

でもあるのです」　　　　　　　　　　　　　　　　（1990／11／16）

A LUTTA CONTINUA　！
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マニノデラ氏との－間－省：
草生　亜紀子

10月28日、大阪から東京に向う新幹線の中で、ネルソン・マンデラ氏にインタビ

ューを行った。わずか30分の忙しい会見でわずかな質問しかできなかったが、マン

デラ氏は時ににこやかに、時に語気を強めながら、誠実にこちらの質問に答えてくれ

た。鉱山の国有化のくだりなど、従来よりも柔軟な肇勢をとる部分もあったが、選挙

権の平等など、事の大更にかかわる部分では、原則に忠実で、まさに信念の人という

感じだった。「信念を持ってそのために行動し続ければ、きっと何かがかわる。時代

がついてくる」そんな希望を与えてくれる出会いだった。国会演説や集会の演説など、

公の場で彼の魅力が出なかったのが残念でならない。（ジャパンタイムス記者）

☆　　　　　　　　　☆　　　　　　　　　☆

も、∴∴「†
－デクラーク大統領が捉毒した新しい選挙制度（一人一票制だが、二院のうちの一院

は白人に一定の議席を確保する）をどう受け止めていますか？

M‾アパルトヘイトを艇らせるためとはいえ、アパルトヘイト的手段を使うことは許

されません。我々は一定の議席を特定の人種に確保するようなやり方は拒否します。

ANCは、全国民一人一票の投票で、多人種国会を構成できる方法を提案します。つ

まり、国民党や共産党、ANC、PACなど、それぞれの党が多人種の候補者をたて

るのです。ANCがこれを実行できる証拠に・政府との交渉にあたった最初の代表国

には白人もカラードも入っていました。民主的な南アフリカではすべての人が等しく

選挙権を持たなければなりません。特定の人種の議席をあらかじめ決めておくのは正

しいやり方ではないのです。
一一人一票の選挙が実現するのはいっ頃になりますか？

M：時期を予想するのは今は国難です。ただ早急に解決しなければならない課趣なの

で、帰国後すぐに行われる政府との交渉では、この間題をとりあげて蒸し合うつもり

です。
－一人一票制が導入されたあかつきには大統領に立候補する考えはありますか？

M・（にっこりと笑って同席したマビゼラ氏の方を見て）それ軋この人連が決める

ことです。
¶帰国後ゝインカタのブテレジと会談する予定があるそうですが、どんな成果が予想

されますか？

M：まず・確認しておきたいのは、これは私とプチレジの二人の会議ではなく、AN

Cとインカタという組織同志の会話だということです。鈷巣を予測するのは困難です

がゝとにかく、すべてのグループが話し合いのテーブルにつくことが大切です。そし

て「ひとつの声で話す」道を模索しなくてはいけません。我々はANCが唯一無二の
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政党だなどとは考えていません。すべての政党が新しい南アづくりに参加しなくてほ

ならないのです。
－アパルトヘイトが仮に制度的に終わりを告げたとしても、できあがった貧富の蓋と

人種椙互の不信感は箇単になくならないと思いますが、どうやって解決していくので
すか？

M＝これは非常に重要かつ薙しい同塵です。まず、分析をして、将来にわたって検討

をしていかなくてはいけません。まず、低所得居の生活水準を引き上げなくてはなり

ませんが、このためにも特定産業の国老化が必要です。たとえば鉱山、独占企業、金

融といったものがあげられます。こうした産業収入が国の財源になれば、生活改善も

できるでしょう．それから、教育問題にも取り組まねばならないでしょう。
一国着イヒの話がでましたが、これが日大を含む西側諸国の投資を鎮らせるという懸念

がありますが？

M・いつもそれを言われますが、私達は他に打つ手がないから国有化の必要性を萌え

るのです∴所得格差を是正するために、他に良い方法があれば教えてください。日太

のビジネスマンにもぜひ数えて欲しいと思います。他にいい方法があれば、いつでも

乗換えますよ。ひとつ強調したいのは、私達は南アフリカを社会主義国にするつもり

はないということです∴西側の国でも電気や航空会社、郵便など一・饉国有にしている

のと同じように、プライベートビジネスと国有塞業とあわせてやっていきたいと思っ

ているだけなのです。
一今回の来日で日大政府または日太の人々に何を訴えたいですか？

M：日太政府に対して言うべきことがあればまず政府に訴えるのがフェアだと思うの

でここでは控えさせてください．（海部首相らと会ったのは、この翌日）ただ、アパ

ルトヘイトが終わったあと、きっと経済支護が必要になります。その時日棚の果

たす役嶺も大きいと患います。何を期待するかについても海部総理に話そうと患って

います。
一緋制裁を獲めようという動きがイギリス・アメリカなどに起きています。日太も

同語しようとしているようですが。

M＝また、経済制裁を掠める時期ではありません。アパルトヘイトのシステムは厳然

として残っています。アパルトヘイトが誤を告げる日まで、世界各国の協力を求めな

ければなりません。
一日太政府は近々デクラーク大統領も招待するとうわささ声ていますが、これについ

てどう考えますか？

M：私達は一貫して南アフリカ政府を孤立させるよう、世界に訴えてきました。この

姿勢は今も変わりません。それからすると、大統領を招かれるのは、あまり歓迎すべ

きことではないのですが、現実的には、彼はすでにアメリカやヨーロッパなど世界各

国を訪ねていますから、仕方ない面もあるのでしょう。日東政府はアパルトヘイト廃

絶のプログラムに手を貸したいと表明していますから、その目的のために大鏡領を呼

ぶのならいいのではないでしょうか．
一将来、人々が惜しみを乗り越えて新しい南アフリカを一括につくっていくことは太

当に可能でしょうか？

M：人種差別を経験しているのは南アフリカだけではありません。他にも似たような

経験を持つ国はあります，でも、みんななんとかやっているでしょう。我々の国民だ

って、憎しみを乗り越えていけます。既にそのプロセスは始まっているのです。一緒

に働き始めているのです。



0月27日′〉11月1日一私の思ったこと

10月27日、皆と成田空港へ行った。マンデラさんと握手した。大きな手。引っ

込めようとする私の手をもう一度取った。私の指にかけていた、緑・果・黄の三本の

リボンに気づき引き抜いたのだ。ヤックーl

私は28日のコンサートと31日の集会のお手伝いをした。30日には国会で演説

を聞くこともできた。マンデラさんは神様だ。だけどANCという枠の中で物を言わ

れると私は困る。私は南アの黒人皆のために、反アパルトヘイトの運動に関わってい

る。私の願いは世界中の黒人が差別されなくなること。最低限、アパルトヘイトを廃

止させなければならない。黒人の人達皆に私は恩返しがしたいのだ。

中曽根さん、渡辺さん、今度の法務大臣の異人差別発言は、おおかたの日本人の本

音でもある。巷でいくらでも聞かれる話だ。私の友達のお父さんは、娘のプロデュー
スしたスーダン出身のハムザ・ウッディーンさんのミニ・コンサートの会場で、“黒

人は人間ではない什　と言った。あるご婦人は、私がスワヒリ語を勉強していると話す

と、“エッl？アフリカの入って言葉を話すのり私はただ吠えてるだけかと思ったわ

、本当り？l”と心底驚いて見せるので、私の方がビックリしてしまった。こんな意

識の日本人だからアパルトヘイトに無関心でいられるし、その無関心が南アの日本企

業を支えている、と私は思っている。

コンサート会場でお坊さんを見かけた。日蓮芳・のお坊さんだと思う。仏教徒の私は

うれしかった。今、仏教の在り方を問い直す動きが出て来ている。しかし、まだ世界
に目が向けられていない。

お坊さん方、世界行脚にどんどん出て下さい。西欧や仏教ゆかりの地アジアばかり

でなく、中南米・中東・アフリカを見てきて下さい。マザー・テレサをはじめとす

るキリスト教の人達ばかりにまかせないで、いろんな問題を抱えている人達の中に

入っていって、お釈迦様の教えを行動で示して下さい。アパルトヘイトのような問

題こそ、お坊さん方宗教者が先頭に立つべき人道的問題だと私は思います。仏教書

を読み始めてまだ目の浅い私ですが、お釈迦様は自分のことより人のためにしなさ

いと教えておられると思いました。“慈悲”とは、人の苦しみを抜き、人に楽を与

えることだそうですね。

マンデラさんは経済制裁を口にせず、経済支援を訴えた。マンデラさんの周囲で、

日本に対する理解に誤りがあった、と、私は思う。　マンデラさんは28日と31日

、私たち一般聴衆を前にして、私たちに話しかけなかった。少なくとも私の心の中に

入り込んで来てくれなかった。人望があり、温厚で誠実な人柄だといわれるマンデラ

さん、演説が上手だといわれるマンデラさん。なのに、マンデラさんの言葉は、私を

無視して、そこに存在しなかった別の相手に向かって投げかけられていたように思う
。この不可解な演説はなぜ？　何が原因なの？　私はタメ息と一緒に涙が出てきた。

私は、今だってマンデラさんが好きだ。だけど神技ではない。いろいろな思惑の中で

生きている一人の人間だと思えるようになった。それだけ身近な存在になった。私も

マンデラさんと話しがしたかった。72才のマンデラさん。日本滞在中のハードなス

ケジュールを見ると、体のことが心配になる。元気でいて下さいね。



▲■The Rl bbon proJ eC t’’

勝野　春江

全国の皆様からご協力を頂きました、リボン・プロジェクト。発足した当初は、何

から手をつけてよいのやら見当もつかず「一枚も届かないんじゃないか・‥」と、

不安な日々を過し、様々な力からの叱咤激励を受け∴無事に会場を飾る嘉ができまし

た。当日までに集まったリボンの政一438枚の目録をコンサートの中でマンデラ氏

に直接手渡しました。マンデラ氏は離日する際、リボンについて、「大変素晴らしい」

と話していました。

会場を一・杯に飾ったのは、皆さんのアパルトヘイト廃止を願う思いです。日本全国

の人々の思いがつながり　全壊を偽りましたぅ一枚一枚のリボンは多くの方々の思い

がこもっていて、とても重いものでした。その重さに、時として負けそうになること

もありましたが、励ましカを与克てくれたのも、また、一枚一枚のリボンでした。こ

のリボンは今後、南アフリカに送られます。日大中の人々の思いが28日の会場でつ

ながり、今度は南アフリカの人々とつながります。日本と南アが美しくつながったリ

ボンの様に美しい関係になることを望んで・・・㍉

ご協力下きった皆様に心よりの感謝を申し上げます。太当にありがとうございまし

たへ（高校二年生）
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10月11日から約2週間、ANC東トランスバール女性連合のントンビ・リーガン　シ

ヨツペさんが、「かながわ識字フォーラム」の招きで来日しました。

ショッペさんは、女性リーダーとして力強く、またとても優しく笑い、話す方でした

「かながわ識字フォーラム」のパーティでは、在日朝鮮、韓国のオモ二が作ってきてく

れたキムチがとても気に入っていました。また、シヨツペさんは仕事以上に一番愛する

ことは、四人の子供の母親であることだ、とも話しておられました。

ネルソン・マンデラ氏の来日に先立つ10月18日、自治労会飴でのシヨツペさんの講演

を紹介します。（通訳は津山直子さんです。）

皆さん、今晩は。今日は、儲さんにお

話できることをとても婚しく思います。

最近の南アフリカの状況につきまして

特に、女性と子供達についてお話したい

と思います。また、私達が現在行ってい

る活動、そして将来にかけてどの様な括

動を行っていきたいか、についてもお話

いたします。

まず最初に、私自身について簡単に紹

介したいと思います。なぜ、私が活動家

になったのか？　なぜ，今日皆さんの前

に座ってお話が出来るようになったのか

を話したいと思います。

私の母グレース・ショッペ、そして父

マルク　シヨ、ソベの子供として私は生ま

れました。北トランスバール地区で育ち

父親の仕事の関係でヨハネスブルグにも
一時住んでいました。私の父親は、労働

組合の活動家でした。ANCが1960勺三に

非合法化される前、1950年代に私の父は

労働組合SACTUを坐ったメンバーの
一人です凸　その後父は組合捕動を続けて

いましたが、ANCが非合法化された60

年に亡命しました。そして現在までS A

CTUの教育局良として、ずっと若者達

に対する政治的な教育に携わってきまし

た。母は、北トランスバールという非常

に田舎の地域で、初めて教師の資格を持

った女性でした。ですからその後一時、

ヨハネスブルグでも教えています。しか

し、こうした母親の教える姿勢というも

のが私に大きな影響を与えています。そ

の後、父と母は離婚しまして、父親の新

しい妻であるデトルト・シヨツペ、私の

2番目の母ですが、彼女はANC女性局

の局長をずっと務めていて、今年の夏に

ANC女性連合が南アフリカで再結成さ

れたときに、その代表に選ばれています。

このような人々、私の両親達が、私が

現在このような精勤をしていることに大

きな彰幹を与えています。母の影辞の下

で、私自身も学校を卒業したのち、教師

になりました白　私が教師になって初めて、

南アフリカの子供達の教育に関する問題

点を教師の目から認識したのです。　私が

教師として働いていく中で、いつもお腹

をすかせた子供達のために働いていまし

た。子供達は、寒い冬でも上に着るセー

ターがなかったのです。教室が無いこと

もあり、そおいう時には木の下にみんな

集まって授業をしました。私が2つのク

ラスを合同で教えていた峰には黒板もな
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い状態でした。ですから、黒板の代わり

に木の板を使って、それがいっぱいにな

ったらまた違う木の頓を使う、という事

をしていました。私の生徒達はあまりに

も勉強に集中できない、あるいはイタズ

ラばかりしているので、それぞれの家庭

訪問をしました。その地区では、白人の

農場で働いている黒人が多かったのです

が、そのようなところでは、狭い一つの

家に非常に多くの家族が住んでいて、ま

た食べ物が十分にないため、夜、何も食

べずに寝て、次の軌　斬食も食べずに学

校へ来ているため、子供達は勉強に集中

できなかったのです。

私の母は私が教師の資格をとった時に、

次のようにいいました。「もし、クラス

に行ってセーターを着ていない子供がい

たら、あなたもその子供達と同じように

セーターを着ないようにしなさい。その

時に初めて、子供達がどう感じているの

か、どんな状況にいるのかが分かるから．

」　だから、私はクラスに行くと必ず子

供達がどおいう状況なのかを見ました。

そして一人でもセーターを着ていない子

供がいた時には，自分もセーターを煮な

いようにしました。そしてたくさんの子

供達がお昼を持って来れずにいる状態な

ので、サンドイッチを作って行きました。

しかし、それも大した助けにはなりませ

んでした。他にも、たくさん悩みがあり

ました。そのような黒人の子供達から授

業料を取らなければならなかったのです。

食べることにも不自由している子供達に

r授業料を持ってきなさい」とは、私に

はとても言えませんでした。これらが、

いま南アフリカの教師達が直面している

問題であり悩みなのです。

農場で衝く黒人連の子供というのは、

非常に小さい時から自分でも農場で働き、

食べ物を得るために親を助けます。それ

が南アフリカの児嚢労働なのです。そし
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て子供達が働かなければならない状況は、

現在も南アフリカでは続いていて、むし

ろ、より深刻になってきています。学校

に通いながら働く子供もいますが、それ

が段々労働に追われて、学校に行けない

ようになってくるのです。ですから南ア

フリカの子供達、特に私達のような非常

に生酒の貧しいところに住んでいる子供

達にとっては”遊び’’というものが存在

できない状態なのです。もちろん、その

ような施設もありませんし、そのような

余裕も子供達にはないのです。

私は、この様な中で、子供達のために

働いていました。

しかし、この様な状況を最終的に解決

するには政治的な変革が必要であり、そ

のために私は活動家になったのです。そ

して1980年に、私は教師の職をやめて、

ノース大学でもう一度勉強し直しました。

その大学の中で、私はAZA S Oという

学生組織に関係し、政治的な活動を始め

たのです。そして授業ボイコットなどの

括動をしていくうちに、1982年に私は大

学から退学させられてしまいました。し

かし、私が退学になったことには意義が

あると信じていましたので、悲観はしま

せんでした。

退学になってから、私は故郷の北トラ

ンスハールに帰って、もう一度教師をし

ようと考えました。そして、その北トラ

ンスバールで女性の組織を始めたのです。

私は、アパルトヘイトの中で抑圧されて

いる女性の状況を目の当たりにしたので

す。南アフリカでは、アパルトヘイトの

中で女性達が非常に苦しい立場に膚かれ

ています。南アフリカの黒人女性達の姿

は、ほとんど”奴隷’■　といってもいい桜

に思えるくらいです。そこで、地域の女

性達を集めて話合いをし、活動をするよ

うになりました。なぜ、私達がこの様な
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状況に置かれているのか、職もなく、食

べ物もなく、なぜ多くの問題を抱えてい

るのか、というような革を話し合い、自

分がどの様な連動を進めて行けばよいか

を考えてきたわけです。そのなかで、私

は女性達のためにプロジェクトを始めま

した。そのプロジェクトでは、技術を持

った女性が他の女性達に教えながらお互

いに技能を高めあい、収入を得て行くよ

うにしました。裁縫ができる者をつくっ

たり、編物をしたり、自分達が食べる農

作物を自分達で作る、といったプロジェ

クトを進めて行ったのです．

地域で活動をしていくうちに私は、A

NCの地下油動に加わるようになりまし

た。そのころANCは活動を非合法化さ

れていましたので、ANCの話をしたり、

ANCに関係することは禁止されていた

のです。そのうちに、私は逮捕されまし

た．友人のエマ、彼女も私と一緒に北ト

ランスバールで精勤をしていたのですが、

そのエマと二人とも投獄されてしまいま

した。私は3年の刑を受け、エマは2年

の刑で先に釈放されて行きました。エマ

は、再び地域の中で労働者、女性、そし

て若者達を組織し、精勤を続けていまし

た。

私は鋼年に投獄され、88年1月29日に釈

放されたのですが、その間に母は亡くな

ってしまい、私は北トランスバールで一

人ばっちになってしまいました。その後、

東トランスバール地区のキリスト教協議

会に職を見つけて、移りました。束トラ

ンスバール地区には女性のための組織が
一つもありませんでしたので、組織が無

いところには自分で組織を作るという括

動原則に基づいて、新しい女性のための

組織を作りました。それが、「東トラン

スバール女性適合」です。

女性を組織して行くのは非常に難しい
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事でした。

私達には、資金もありませんでした。で

すから私達は、始め少しづづお金を出し

合って、それぞれが地域を回り、女性を

組織して行く汚動を地道に続けて行った

のです。そのような活動が実を結んだの

は、やっと89年になってからです。89年

に「東トランスハール女性連合」が正式

に結成されました。

そして、COSATU（南アフリカ労

働者会議）が中心になって、釈放された

リーダー達を迎えるためのN・マンデラ

歓迎準備委員会が各地にでき、私は、東

トランスバール地区の委員長に任命され

ました。私達は、リーダー達を迎えるた

めに一所懸命に準備を進め、今年の3月

に8万人を超える非常に大きな集会を行

いました。東トランス′トール地区のこの

歓迎集会には、ネルソン　マンデラ、ウ

ォルター　シスル、ウイ二一・マンデラ

らが来てくれたのです。この地域に住む

人々は非常に貧しいのですが、貧しい中

からそれぞれが僅かなお金、50セント、

1ランド・　というお金を出し合って、

みんなで準備してきたのです。多くの人

々がリーダー達を歓迎するために関わっ

てくれました。労働者も女性も教師も、

それぞれの分野で準備し、それらの人々

の歓迎の気持ちの高まりを、私はとても

婚しく思いました。

この歓迎集会で、白人警官が私達のリ

ーダーに警備をつけるといってきました。

しかし私は、代表としてそれを拒否しま

した。今まで私達に暴力をふるい続け、

子供達を殴り、拘束し、拷問し、またリ
ーダー達を投獄してきた響森が、私達の

リーダーの贅備をすることは、民衆が望

んでいないと判断したからです。そして、

私達の地区の人々、青年観織や束トラン

スバール女性連合、CO SATUの労働

者、教師達が力を合わせて、自分達で撃
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護をしたのです。それが大きな力となり、

集会を成功に導いたと思います．300人

以上の警備陣が、リーダー達はもちろん、

その集会に集まった8万人以上の人々を

も守ることが出来たのです．

4月にANCが合法化され、私は、東

トランスバール地区の代表に選ばれまし

た。そして、多くの新しいメンバーがA

N Cに参加してくるようになりました。

また、事務所も各地に設立され、東トラ

ンスバール女性迎合、SAYCOの青年

達、COSATUの労働者達、教師達が、

多くのメンバーを集めるために活発な精

勤を展開しました。

今年になってマンデラが釈放され、A

N Cが合法化されましたが、私が住んで

いる東トランスバール地区というのは、

南アフリカの中でも非常に保守的な地域

で、この様な動きがあっても，私達の地

区の白人達は変わってきませんでした。

この地区の多くの白人は、ANCと政府

との話合いに反対しました。彼らは、ア

パルトヘイトが永遠に続くことを望んで

いるのです。私は、この様な白人に対し

て民衆として抵抗するためのキャンペー

ンが必要だと考え、不買運動（消費者ボ

イコット）を行いました。私達のこのキ

ャンペーンは、ANCが合法化されてか

ら全国でも初めてのものでした。非常に

保守的な白人の商店からものを罠わない

という消費者ボイコットは、大変成功し

ました。最後には、その保守的な自人達

が、私達の要求について話し合いがした

いたいといって、事務所に電話をかけて

きたのです。

この地区の中で、消費者ボイコットは

とても大きな支持を得ました。私達は各

地を回って、このキャンペーンの必要性

を話し、さらに政治的な活動を行うため

に必要であることを話合いました。7月

27日に消費者ボイコット・キャンペーン

を始めてから、多くの仲間達がより多く

の人々にボイコットを呼びかけて行きま

した。この保守的な地区で、白人遠が交

渉の場につくところまでに、ボイコット

運動は成功したのです。私は今、彼らの

いる南アフリカから遠くにきていますが、

今でも感謝の気持ちでいっぱいです。私

達の声を聞き、キャンペーンを支持して

くれた民衆に対して、心から御礼を言い

たい気持ちです。

私達は、ボイコット運動の中で、次の

3点を要求しました。

まず、私達の地区にある白人専用の公民

館やスタジアムなどの公共施設を黒人達

にも使う権利を与えること、そして2番

目に、暴力を中止すること。これは日本

でも黒人部族間の争いと伝えられている

ようですが、それは正しくありません。

それについてはまた後で説明しますが、

そのような現在行われている重力に対し

て、それをやめるよう、要求したのです。

そして3番目が、全ての人々に自由な政

治的精勤をする権利を与えること。この

3つを要求しました。そしてそれに、現

在行われているマンデラとデクラークの

話合いを支持していくよう、付け加えま

した凸

その結果、今まで黒人と白人との話合

いを支持していなかった私達の地区の白

人が、私達と話し合いたいと言ってきた

のです。それは、私達のボイコット運動

によって、大きな損害を受けたからです．

そして、話合いを始めてから、白人達は

今でも引続き話合いを求めるように変わ

ってきました。したがって、私達もその

時点で、消費者ボイコット　キャンペー

ンを停止しました。

【続きは、次号に掲載します】

（文責：船越正一）
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ントンビ・ショパさんの潮

草生　亜幕己子

3月の南アフリカは夏も終わりだというのに暑かった。その暑さを苦にするふうも

なく20人ほどの女たちが陽気に歌いながら集まってきた。それが、ントンビ・ショッ

ぺが指導する東トランスヴァールの女性グループのメンバーだった。

彼女たちは、家の中で車座にすわると、ントンビに最近の活動報告を始めた。近所

のおばあさんが病気で倒れた。それをみんなで病院に運んでやった。誰それさんが、

失業したので、みんなで生活援助をしている。どこそこの子供が病気にかかったので

代わりぽんこに介抱している……報告は延々続く。話す方も、聞く方も汗だくだ。

こう書けば「小さな親切」のようだが、話はそう簡単ではない。何せ、彼等一人一

人が、生きるのにせい一杯という暮らしをしている人たちなのだ。

私は三月半ば、トランスヴァールにントンビを訪ねた。アパルトヘイトの現実を知

るためには都市だけ見ても不十分だという，ANCのジェリー・マツイーラのアドバ

イスを受けてのことだった。日曜日だというのに、彼女は快く村を案内してくれた。

まず最初に彼女は′J、さな雑貨屋に寄った。ここの主人がガソリン代をカンパしてく

れるのだ。手弁当の活動はこうしたさまざまな支援に支えられている。

ホ¶ムランドの失業率は高い。仕事に就けても、週休20ランド（約1200円）

がやっとだという。彼等の家は石と泥でできていて、3年もてばいいという。もちろ

ん、電気も水道もない。わずかな野菜が生きる垣だ。

ントンビは、こういう人達の生活をいくらかでも良くしようと、日夜走り回ってい

る0自由な南アフリカはいずれ実現する。しかし、出来てしまった白人と黒人の間の

経済格差の溝は、そう簡単には埋まらない。それを幾らかでも是正するために、自助

努力への道をつけようとしているのだ。

活動資金の捻出にしばしば自腹を切ることもあるという。彼女の　∵立派　－な体

格からは想像もつかないが、文字通り、自分の食べるものも時間も削って活動してい

るのだ。

最近、トランスヴァールの女性たちの編み物プロジェクトがようやく始まった。彼

女たちは私に出来立ての試作品を見せてくれた。ブルーの毛糸で編んだセーターと子

供用ケープ。編み目は粗く、まだまだ商品として売り出せる代物ではなかった。しか

も、材料費がないために次の作品に挑戦する目途すらたっていない。本当に遅々とし

た歩みのプロジェクトなのだ。

それでも、私にセーターを見せる女たちの員は誇りと熱意に満ちていた。目標を持

って力を合わせて頑張れば、ちゃんと目に見える成果が出る。何枚かのセーターを通

して、それがわかったのだ。
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ントンビは理恵主義者でありながら、クールな現実主義者でもある。理想だけで

は食べていけない。目に見える成果を示してこそ、運動が前進することを知っている

のだ。

「何とか日本から編み機を贈ってもらえないだろうか。」「せめて毛糸だけでも援

助してくれたら。」いつしか、集まった女たちは私への期待を口にし始めていた。

これにはちょっとあわてた。「いや、私は単なる記者で、出来ることといったら皆

さんに知ってもらうことくらいしか・・叩。」すると、グループのひとりジョセフィー

ナが立ちあがり、安心しなさいとでも言うように、試作品のセーターを着せてくれた

0思い出にくれると言うのだ。どこの国でもそうだが、苦しい人ほど、他人に与える

喜びを知っているように思う。忘れられられないひとコマだ。

「鵬州】‾　　ィ．慧塞ぐノ

このあと、ントンビは昼ごはん代わりにビスケットを2，3枚つまんで、次の集会

場所へと向かった。今度は少年たちの集会だ。地域の選挙に向けて、広報担当、オル

グ担当と役割分担を決めていく。みんな、何かの役に立ちたいと熱心に名乗り出る。

ここでも、ントンビは少年の話に耳を傾け、適量アドバイスをする、頼りになるお

ネエさん、といった感じだった。

忙しい一日の終わり、彼女はさすがに疲れた表情で言った。「いつか日本に行って

見たい0日本くらい遠い所に行けば、アパルトヘイトのことも、毎日の闘いのことも

忘れられるかもしれない。たまには、楽しんでもいいんじゃないかしら」「そうね、

いろんな所に連れていってあげる。」

そんな話をしてから7カ月。彼女の来日は予想よりも早く実現した。しかし、アパ

ルトヘイトを忘れるどころか、やはり毎日いろんな人に会っては、窮状を訴え、支援

を求めていたようだ。私もゆっくり再会を毒ぶ暇もなっかた。でも、彼女の表情は明

るかった0地元白人にも支援の輪が広がり、マンデラを迎えての反アパルトヘイト集

会も成功し、確実な変化を実感しているからなのだろう。
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南アフリカ共和国のダイヤモンド輸出額（単位：百がル）



南アフ　リ　カカヽらの直接勧人生iま1％未満

南アフリカ共和国でダイヤモンドの大鉱脈

が発見されたのは、1866年。それまでの主産

地インド、ブラジルのダイヤモンドが、まさ

に枯渇しかけている時でした。

推定埋蔵量は7200万トン、全世界の約20％

を占めるといわれ、1870年の年産10万カラッ

トから1913年には600万カラットを産出する

ようになり、現在、ボツワナ、ソビエト、オ
ーストラリア、ザイールについで世界第5位

のダイヤ産出国です。

日本が輸入するダイヤモンド（工業用を除

く）は、この10年間に約4倍に膨れ上がって

きていますが、インド、ベネルクス、イスラ

エル、アメリカの4カ

国で総輸入量の80％

を占め、南アフリカ

からの直接瑞人生は

1％未満と、見かけ

上はけし多い童とは

いえません。

しかし、南アフリ

カ共和国とダイヤモ

ンドの関係をみると

き、同国からの直接

輸入量はわずかでも、

南アフリカの経済界

を支配している大財

閥アングロ・アメリ

カンの中核企業デ・ビアス社グループが、南

アフリカ産はもとより全世界のダイヤモンド

の生産量と流通量の80％以上を支配しており

このシンジケートからベルギー（アントワープ）、

イスラエル（銅アセーフい）、アメリカ（ニューヨーク）、

オランダ（アムステ掴一人）などの研磨加工地を経由

して日本に輪入されるわけで、南アフリカか

らの直接輸入量は1％未満でも、これらの国

からの輸入ダイヤの中に甫アフリカ産のダイ

ヤモンドが多く含まれているわけです。

したがって、例えば「ベルギー・ダイヤモ

ンド」などと称して、一見、南アフリカとは

関係がなさそうですが、ベルギーで、輪出す

2．デ　ー　ビアニス．社

デ　ピアス杜の創設者セシル・ローズは、

南アフリカでダイヤが発見された4年後の1
870年ごろにキンバリーに現れ、大量生産が

ダイヤの価格暴落につながる事を防く強力な

生産調整機構を作るために、ロスチャイルド

資本の全面的なバックアップを受けてダイヤ

鉱山の権利を次々と手に入れ、1888年にデ

ピアス社を設立しました。（ちなみに「ロー

デーシア」（現ジンハブ工）の国名は、彼の

名前に由来します。）
一一方、アーネスト・オッペンハイマーは、

3　　ダイヤ・　シン　ジケ－

ロンドンにあるデ・ビアス社グループの原

石販売会社はCSO（中央販売税構）とよば
れ、そこではC SOが指名した約160杜の

「サイトホルダー」だけが原石の買付けを許

るほどのダイヤモン

ドが産出されている

わけではなく、原石

は南ア産であるか、

ソビエトやオースト

ラリア産の原石にし

てもデ　ビア封二のシ

ンジケートを経由し

ているなど、ダイヤ

モンドのほとんどが
「南アフリカ」と関係

があるといって良い

でしょう。

金、プラチナの生産機構を支部するアングロ
・アメリカ社を作り、次いでダイヤ部門に連

出してデ・ビアス社を傘下に入れると共に、

当時ロンドンにあった国際ダイヤ　シンジケ
ートを乗っ取り、生産のみならず流通・販売

部門の独占支酉己をも確立したのです。そして、

ダイヤモンドや貴金属、希少金属資源の独占

支配を背景に、アングロ・アメリカン社は、

南アフリカ国内だけでも　900社以上の関連企

業を看する巨大コングロ・マリットに成長し

たのです。

ト

可されています。アメリカの大手ダイヤモン

ド商パウムゴールド兄弟社は、デ・ビアス社

から要求された高い値の買入れを断わったた

めに、このサイトホルダーから外され、閉鎖、
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破産寸前に追い込まれました。

この様に、デ・ビアス社の意にそわない企

業は参加できない仕組みになっているのです。

ちなみに、日本のサイトホルダーは、オリエ

ンタルダイヤモンド工業（住友商事の子会社）

とヒラコの2社です。

デ　ピアス社の独占支配を示す、次のよう

【デ・ビアス社の支配機構囲】

1㈱年11月知日発行　第三種郵便物認可

な事例もあります．

かって、タンガニーカ（現タンザニア）に

ダイヤ鉱脈を発見したウイリアムソンの鉱山

の買収に失敗したデ・ビアス社は、サイトホ

ルダー達にウイリアムソンとの取引を禁止す

る一方、タンガニーカの宗主国であった英国

政府に鉱山の国有化を働きかけておき、ウイ

リアムソンに鉱山の没収を待つか、デ・ビア

スの傘下に入るかを迫って、結局、鉱山の権

利を手に入れてしまいました。

そして今また、ペレストロイカで経済再建

に苦しむソビエトに10億ドルの緊急融資と引

き換えに、産出量世界第2位のソビエト産の

ダイヤ庶石を独占的に輸入　販売する5ヶ年

契約を締結し（1990年7月）、ますます独占

支配力を強めています。

【スイートテンも、デ・ビアスの仕掛け

巨二二≡＝垂＝司

4・日本のサイ　トホルダ

㈱オリエンタルダイヤモンド

〒105東京都港区新棟5－11－3

新橋住友ビル
電話番号：03－434－1200

設　　立：1966年5月

営業種目：ダイヤモンド裸石（72％）、

ダイヤモンド宝飾品（28蒐）

270百万円、従業員・112名

永軽　度吉

住友商事（270千株）
ヘルギ一・アントワープ

横浜市戸塚区飯島町244ト10

住友商事、日東貿易

資本　金

代表者
大　株　主

支　　店

工　　場

仕入先

販　売　先

業　　績

日起新聞’8991付】

嘉　結婚10年目、妻にダイヤを
芳　　　デ‘ピアス社がキャンペーン

謂羞雲量芋茎書毒瀾書
（東京商工リサーチ調べ）

㈱　ヒ　ラ　コ

〒105東京都台東区台東4－31－

電話番号
設　　立

営業種目

資本　金

代表者
大　株　主

仕入　先

03‾，83　5－3　586

1974年10月

指輪（33％）、ネックレス（3哨）、

ペンダント他（37篤）

495百万円、従業員：80名

ラジェッシ・K・パンジヤピ

ヒラコ・インベストメント（75％）

ラジェット　Kリヾンジヤヒ（25％）

ヒラコへ一購一一、スイスハーンク、ヒラコインティ

n仇間争、口風災勿　　　　　　　　　　　　　ア、ヒラコ・サイアム、モかツタ餌一九「、他

住友商事・白光、兼軋柏圭、　販売先・藤田商店、伊藤忠商事、ココ山岡
日東貿易・キングダイヤモンド　　　　　　日商岩井、三菱商事、住友商事

決算　売上（千円）利益（千円）　業　績＝決算　売上（千円）利益（千円）

意……諾意…三三霊　　：……二㍑…三言霊∑意≡…；
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日本反アパルトヘイト委員会
ニ1，－－ヨーク支部発足

札谷　新吾

渡米以来この10月で丸2年余りになりますが、今回牛嶋氏と勝野さんに同行して

国連の子供のための世界サミットNGO会議に参加したことは、今後、様々な形で世

界規模での社会運動を展開していく上でとても有意義なものでした。詳しい会議の模

様については勝野さんが報告すると思いますが、何と言っても将来の子供のためと言
いながら子供の参加者のほとんどいない中で、しかも新生ナミビアの女性大臣をパネ

リストの一人とする分科会で実際に高校生である勝野さんが単に私たち反アパルトヘ

イト委員会青年部の代表としてだけでなく日本の高校生の代表として自主的に発言を

もとめ参加者全員に対して自分の気持ちや意見を述べたことに大きな意義があったと
いえます。さらにNGO会議史上もっとも多くの参加者をみたこの会議は、私たちが

世界規模での運動を展開していくに当たってのネットワーク作りにとっても好都合で

した。僕はニュージャージー州（ニュー－ヨーク、マンハッタンから車で30分）の大

学院で学生兼助教員として活動しているほか、個人的には在米日系企業における黒人

雇用差別の撤廃運動のアドバイザー兼メンバーとして昨年秋の米黒人女性使節来日団

の報告書作りを手伝ったりしましたが、今後は新めて日本反アパルトヘイト委員会ニ

ューヨーク支部としても同じ地域に留学中の妹と共に貢献していきたいと思います。

そうそう10月と言えばネルソン・マンデラの雄姿を日本で拝まれた方も多いかと

思いますが僕は幸運にも日本の皆さんよりも一足先に、去る6月マンデラ一色のニュ
ーヨークの真っ只中にいるチャンスに恵まれたわけですが、その興奮はアメリカのテ

レビ局が彼の滞在中のすべてを残らずカバーしニューヨークの道行く人がみんなマン

デラTシャツを着ていた事実が如実に示していると思います。最近では9月の末にツ

ツ大司教が僕の通っている大学をある裳を受賞するために訪問したときには、それに

もまして驚き感動しました。残念ながら彼の来日時には自宅のテレビのニュースでし

か会えなかったのですが、自分の学ぶ大学でしかも切々と経済制裁の雑≡続を訴えるツ

ツ主教を仰ぐことができたのは幸運だとしか言いようがありません。後で聞いた話で

すがカトリックである僕の大学は全米でも最も早く黒人教育に力を入れた進歩的な大

学のひとつと言うことで僕は偶然にも自分の大学選択が正しかったことを確信したの

です。ツツ主教が経済制裁が南ア軍のアンゴラからの撤退やナミビアの独立に大きく

貢献していることなどを例にとってその継続を私たちの前でアメリカを筆頭として世

界全体に訴えたその日に、時を同じくして米国滞在中のデクラーク南アフリカ大統領
がプッシュ米大統領から経済制裁緩和の約束を取りつけたことは、まさに皮肉であり

ます。つけ加えておきますが、この大統領会談はニューヨークでも大きく取り上げら

れましたが、日本と同様ツツ主教が米国にいることすら知らされることのないこの国

で彼が経済制裁の継続を訴えていることなど大統領を始め米国民は知るすべなどなか

ったでしょう。悲しいかな、ぼくはなぜデクラーク大統領がマンデラと同時の渡米日

程を延期したのか、わかったような気がしました。

最後に、いくら英語がわからないからとは言え国連のNGO会議場で費重な発言中
に無神経にも写真やビデオを取りまくっていたのは日本の他の組織からの参加者ばか

りであり同じ日本人として恥ずかしい思いをしたことをつけ加えておきます。
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南アフリカのニュース
女声巨体・声E体・死体■‥・

ANCもインカタも、殺したほうも殺されたほうも（如づリーメイル11．02）

感傷的になる間もない。ブルドーザー

が花と墓に土をかけても、参列者はま

だ立ち去らない。

10／31、ソウェトでは、身元の分から

ない31人の死者の葬儀があった。行方不明

になった自分達の身内を探しに、多くの人が

暴力続発の地、リーフへやってくるという。
rたくさんの人々がトランスカイやナター

ルなどの遠いところからやって来て、夫や息

子を探し、身元不明の死体安置所を訪れるの

です．そして結局は見つけるのをあきらめ、

葬式に出るのです．死体は全て、別々の棺に

いれます．かわいそうな彼らに、尊慮を持た

せるためです。Jと、ある教会関係者はいう

ANCもインカタも、犠牲者も殺人者もな

い．この、最期の安らぎの場で、敵同士がと

なり合わせに横たわっているかもしれないの

監
2ヶ月たった死体の腐臭はひどい。

参列者もマスクをしなければならない。
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★台湾＝企業、労働者搾取と霧墳破壊のやり玉にあげられる（ムーア刑カン11．02）

長い間台湾系のトH－ル漁業の会社で働いていためた、指を無くしたり、あるいは完全に

手を使えなくなったりした労働者が少なくとも40人いるという。これは、極端に低い温壁
のところで、十分な設備がなかったため、凍傷にかかったからである。

あまりの痛さに耐えられなくて仕事を中断したとき、労働者は暴行されたと、労組リーダ
‾のノズィ一・ピータース氏は主張している。「彼らはもう一生手を使うような仕事ができ

ないんです。」南アフリカ労組会議（00鮎m）は、労働者の補償を要求している。

またこの台湾系企業kL「死の壁」と言われる刺し窮（水中に垂直にはる）を使っている

ことで、藻境問幾に取り組む団体からも、非難を浴びせられている。

★：女■l生二専用ホステル・‥・アレクサンドラ居住区で
アレクサンドラには1FEDTRAW（トランスバール女性連合）のリqダーにちなんで

つけられた「ヘレン・ジョセフ」という名の女性ホステルがある。現在、男性ホステルの暴

力事件についてはよくとりあげらえているが、女性ホステルのことは一般には王とんど知ら

れていない。

ここでの家賃は24ランド（約1500円）。2800人が豪族とわかれて住んでいる。

ホステルの暴力事件について、ある女性はいう。r男は一人で生きているからなのよ。事を

静めようとする女や子供もいない。戦いやけんかをしているときって、家族をみんな失って

しまうということを忘れちゃうのよ。」

ここでも、男性ホステルがかかえるのと同じ問題がある㍉みなうまくやってはいるが、や
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APARTHEI Dをどう教えたか

岩手県柴波君巧矢巾町立
矢巾中学校

畠山　康子
国際理解授業をしたい、したいと思い続けていながら、大規模校（生徒数959人）

の副担では、「ゆとり」時間も、活用できない。昨年月引ま、年度末に、英語の授業で

ANY CfHLD IS MY CHILD（南アの子どもたち・抵抗と抑圧）の

ビデオを、2，3年生に1時随見せ、その後、課題は、「南アの子供たちへの手紙を

書こう」ということで終わった。選択英語のクラス、英語クラブの生徒にも見せた。

今年度は・4月下旬に都南村ニチイデパートで催された、アパルトヘイト否・国際

美術展実行委員でもあったので、チラシを美術教師に頼んで全校生徒に配布してもら

った。ビデオは、1年、3年のあるクラスに見せた。

文化祭の学級展示で、3年2組がこのテーマを取り上げることになり、私はこのク

ラスに授業をしていないが、次のような過程で、援助してみた。

（1）9月19日　学級への呼びかけ①（担任より帰りの会で配布してもらう） 

（2）10月3日　　　　〟　　　②（　　　　　〝　　　　　　） 

（3）川月8日「AWCbildismy血Iild」のVideo、上映（1時間） 

（4）10月15日　YAHA8A共和国のシュミレTション（1時間） 

直接、私が指導したのは、（3）と（4）の2時間である。Vid00上映の後、署名

を呼びかけたのであるが、誰一人署名をしてくれるものがなく、終了後、教室に残っ

ていた4人の男子に署名を呼びかけたら、「そんなことしたらヤバクなる。」と言わ

れた。ある生徒は、その後、廊下で私に会ったとき「警察は残酷なことするねえ。」

ともらしていた。彼らに、直接体験させるような授業はできないものかと考え、以前

NHKで放映された「青い目　茶色い目」と、Actvities恥ingtk恥ⅣState。f

the恥rld Atlas（USA）の食料問題のシュミレーションにヒントを得て、YAH

ABA共和国を3年2組の教室に作り出すことにした。こちらの意図臥欲ぼり鳳句

のある生徒を白人に仕立て、不正遠挙によって、出苦暗大統領を当選させ、チョコレ
‾トをめぐっての競売をし、圧倒的少数である金持ちの白人がチョコを独占すること

で多数の黒人の憎しみ屈辱を感じさせたかったが、結果は万寺氏の当選となってしま

った。そこで、チョコレートをもらえる人、一人を決めるため南ア現実についての口

頭のクイズを出し、嘘か本当かのゲームとし、一人の黒人にしぼっていった。

この授業の中で、意識的に黒人に対しては「もっとくっついて立ってなさい。不法

侵入しないで、まったくあんたたちはだらしがない」とか、色紙を折ったり何か香い

たりしてる者、疲れて勝手にイスに座った者などには、「監獄や電気ショ‥ツクの拷問

を受けさせるぞ。」と脅かした。教育を受けたい者は授業料として、彼らにとっての

全財産である1ドルを出させたり、私語をしたそうにして固まっている者には「また

酒を飲んでいるのか、バクチでもするのか。本当に衰たちは、どこまでもだらしがな

い！」と吐き捨てるように言ってやったりした。これに対し白人には、「きちんとイ

スに座って指示を守って、君たち仕すぼらしい」とか言ってはめるようにした。



Ⅷelcome To the Republic。f YAHABA”

のや　りプチ

目的＝教室内に差別を作り出し、南アフリカの非白人に対する非人間性を

体厳する

用意する物

●色カード（黒人用30枚、白人用6枚、カラード用4枚、

名誉白人用1枚）

●お金　　黒人　　1ドル札×30

白人　　20ドル×3、50ドル×2、100ドル×1

カラード　　5ドル×4

名誉白人（日本人）　10ドルXl

●イス　　白人と名誉白人のため　　7脚、カラード　　3肺

●投票用紙　白人用には○印をしておく

果人用には何も書かない（数人の黒人には渡さない

その人は文盲）

カラード　　〝

日本人　　　〟

＊これらは、一人一人袋に入れ「福袋」とする

＊色カードのすみに、×印のあるものは結核にかかっている

＊少しでも反抗的な黒人は監獄島へ送られ、拷問－◆死刑

琶‡軍…軍人

●ワークシート（左図）

黒人は教室1／8の面積に立つ（寒く、汚く、暗い

後部）白人はリラックスさせ、机に足を載せても

よし

●アーモンドチョコレート1箱　2m円相当

●選挙用ポスター

①燐歓・・・…万人にチョコを与える

（診万寺……最も飢え、貰しく病弱くな人にチョコ

をやる

（診出苦暗・＝・・・チョコを高値をつけた人にやる

ANTl爛汀HtlD
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投票では、鉛筆を取りに自分の席に戻る黒人に「筆記用具も持たないで勉強するつ

もりでいるのか」、投票用紙に漢字を書けず何度かポスターを見ている者には「こん

な字も知らないまぬけがいる」とか、間違って自分の名前を記入し消しゴムで消さず

ぬりつぶした者には、票よみの時「1回の説明でわからないのか。無記名投票と言っ

たでしょう。なんだこれはI　きちんと消せないのか。どこまでも君たちはバカだ」

と言ったりしていくうちに立っている連中は目が暗くうつむき加減になっていく。白

人はニコ二コしてきく者もあった。学級担任が、道徳や学活でやる場合、生徒の性格

などをうまく利用して演出できると思う。
‾日中この差別を続け、30人がイスなし、床に座ったまま授業を受ける。給食は

、パン毎と牛乳兄、デザートは全部白人にやる。昼休みはポールなし、校庭・体育館

使用禁止、掃除は雑巾掛けのような労働、白人は掃除監督だけと言うふうにやれば、

憎悪は増していくだろう。南アの黒人はこの状態がいったい何年続いているのか。こ

れの廃絶のためできることは何なのかを自分のこととして考え始めるのではないだろ

うか。今年は国際識字年0字を覚えた親は、子を文盲には決してしないと言う。差別

される苦しみを味わった生徒は、自国や他国の差別に対しもっと敏感に反応していく

だろう。

文化祭が終わってから作文を読ませてもらって、生徒たちは私の見せたビデオに衝

撃を受けながらも・（チョコをめぐってのシュミレーションは他の教師には秘密にし

てある）何か今一ピンと来ないと言う風であった。自分たちが墟ごとにテーマを決め

調べあげそれを展示するため模造紙に書いていく過程そのものの中で、「こんな差別

が本当にあっていいものだろうか」「教科書にはきれいごとしか書かれていない。こ

の現状を来た人に知ってもらおうと、まとめるのに何時間もかけた」「私は長い歴史

を持つアパルトヘイトという問題に対して知ったかぶりをしてただけ。中途半端な同

情は黒人の人たちを悲しませるだけでなかったか」「アパルトヘイトを知ったことは

今回の文化祭で重要なことだった。でも理解し行動を起こせなかったことは残念なこ

とだと思う」「壁新聞、合唱、学級展示、どれも学級の団結の結果だ。ネルソン．マ

ンデラ氏の釈放も民衆の力の結果がそうさせたと患う」というような文を書く程に、

このテ‾マに自分なりの成長を発見していったと思う。矢巾中の文化祭の一週間前は

雫石中の三年五組の展示があって、その内容をもっと深めたというよい意味でのライ
バル意識も少しはあったようだ。

この威組を、文化祭終了と同時に終わらせるのではなく、ここを出発点にして、ア

パルトヘイト廃絶まで関心を持ち続けていかざるをえない苦労があっただけに、今後

の生活の中で「何がやれるのか」を考え続けていくであろうことを願う。

重い問題を重くとらえると、誰もがしんどくなるから、彼らのレベルに合った指導

法で楽しく教え「あの先生だからやれる」から「どの先生も気軽にやれる」方法がい

ろいろあるようだ。私はずっと六年間も国際理解教育について情報センターのような

機関の設立を接し続けてきた。幸い昨年六月に次のセンターが発足した。ニューズレ

ターで、各国の教材例を紹介している。

ERIC亭主王子雷管撃菅警官警告雪与テ18、津田ビル
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ク1）スマスカ～ド・キャンぺ＼ン南アフリカに手紙を出す会

今年も、又、クリスマス　キャンペーンのご協力をお厭いします。死刑囚をはじめと

した政治囚の人達や、その家族に、クリスマス　カードを送って下さい。

リストは別紙にあります。リストには全員載せられませんので、あなたに送られた住

所氏名は、何組かに分けられたものの一部です。

リストに載った人達、管に送るのは無理だと思いますので、ピック　アップして出して

下さい。また、今までこの欄でご紹介した死刑囚の人達にも、ぜひカードを出して下さ

い。　今までは、こちらで簡単な英訳をつける事もしていましたが、今回はクリスマス

カードという時間的制約がありますので、皆さんで出して下さい。簡単な文章で良い

と思います。

12月1日には例会として、皆で“クリスマス・カードを書く会”を催しますので、皆

さんもぜひ参加して下さい。

場所は文京区婦人センター〔32ページに

地図があります）C研修室で時間は6時半か

い、／．●　！・図・・EJ一、
で、お気華に参加してください。

～今まで私たちの会を通じて南アの人と文通していた方へ～

●文通を始めたけど、相手の人から返事が来なくなって、文通が途切れてしまった人。

●忙しくて、手紙を出せなくなった人。

●経済援助の依頼に答えられなくて、手紙を出すのをやめてしまった人。

そんな方達へ、10月に来日されたANC東トランスバール地区代表のントンビ・ショッ

ペさんからのメッセージをお伝えします。

「潅済援助を依榎されたからと言って、手紙を出すのをやめないで下さい。お金を送れ

なくても、手紙を出して下さい．手紙をもらうことで、彼等はとても勇気づけられますく

」と。　また、南アから返事が来ないのは、相手の方に手紙を出す金銭的余裕がないと

いうことが、おおいに考えられます。

とにかく、なんらかの形で文通が途切れてしまった方、返事が来なくても、お金を送

ることができなくても、忙しさのあい問をぬって、もう一度、南アの人達に手紙を出し

てみて下さいませんか？

「手紙を出し続けて欲しいl」と何度も繰り返していた、ントンビ　シヨツペさんでし

た。

田村　幸子
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ムズワキ・ムプーリのCDが発売踊！

ANC東京事務所　津山直子

待望のムズワキ・ムプーリのCDが日本で発売開始となりました。何度もアパルトヘイ

ト政権によって投獄されながら、アパルトヘイトの抑圧、悲しみとそれに対する閲いを力

強くうたい上げてきたムズワキは1南アフリカで今超も人気の高い詩人でありアーティス

トです．

今年2月のネルソン・マンデラ釈放歓迎の10万人が集まったソウェトでの集会でも、

マンデラ氏のスピーチの腑にムズワ寺の詩が大歓声をもって迎えられました．バンドをバ

ックに詩をうたうアーティストであるムズワキは世界でも惑い評価を受けています。今年

の春のヨーロッパツアーも大成功に終わり、現在もドイツ、オーストラリア、オランダ、

スウェーデンとツアーを行なっています。早く日本へのツア【が実現することを心待ちに

しています。

すでに、世界各地で東完されていたムズワキの2枚のCDのうち「CIiANGE I S

PAI NJ　が、長年カセットブックの発行に取り組んでいらした安宅　温さん、ASI N

AMALIをはじめとする多くの南アフリカのアーティストの招脂に努力してこられたカ

ンパセーシヨンの皆さん、そして市民コ祉勤にかかわる多くの人々の協力によって実現した

ことは義時らしいことだと思います．

ANC東京事務所でもこのCDをあつかっていますので、購入希望の万は2700円に

送料250円を加えて郵便振込でお申し込み下さい。その際には過信初に「ムズワ考のC

D購入希望」と明言己して下さい。

口座番号　東京8－396329

加入著名　ANC CONTRI BUTI ON FUND

（ANC東京事務所　TEL O3－5256－5691）

冴木　萌奈 
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n鵬官許陀伊

LAllEL

＜10・21リリース　クアトロ・レーベル＞

CHANGEIS PAIN／MZWAKHE

チェンジ・イズ・ペイン　　　　　　　ムズ舛

＊罠購寺人、闘7－する詩人、ダブ・ポエット・オヴ・ソウェト、

被の呼び名は様々であるが、ヨーロッパでは、アフリカ重商
の書寺人と訴えられている。

＊一9（川春に行われた初のヨーロッパ・ツアーでは、フィナー

レで、ミリアム・マケパ、ユyス一・ノドゥール、オルケスト

ル・マラベンタらと典航、タウンシップ挿入の抱く新しい箱男

を聴㈲こ力強く訴えかけ、感動を最高点こ垂らしめた。

＊今Iulの11本発売は、衝撃的なデビューを果した1stアルバムで、

無駄を一切排除したサウンドと彼の強いメッセ「ジは、rl堕罪

はマハラティー二だけでなく、ムズワ手を見るべきである」と云

われている射が那尖であることを弘明している。

＜収軌l封＞　輔・対抑

日MANY Y拡ARS AGO

2）DElIINU THl王　BARS

3）TIIE DRUM l日工ATS

4）NOW IS T11E TIMl乙

5）CHANGE IS PAIN

6）THE】〕AY SII＾LL DAWN

7）IGNORANT

9）W＝AT A SHAME

l O）I lIAVk TRAVIiLLED

ll）’rlIJI SPEAR HAS FALLEN

12）Tl＝三　LAST STRUGGLl；

13）NGI ZWA lNGOMA．NGIZWA I SIKA

14）UKUL HMALA KWI引NQONl）0

15）SI Sl lIAYASINYANYI SA
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マンデラ歓迎記念G o o d sを！

マンデラ来日記念　ノベルティーグッズ・カタログ

＝7

ヒL O∋丁255－5722

－仙03－251－8984

〒11日凛東逓千代田区神田敬何台3－2－tトも†

ノヘルティ‾】グッズ信　担当　垢等　諾倭

東京のマンデラ歓迎集会（10／28、

日大文理学部講堂）で配布したプログラム
もあります。呼びかけ人・文化人・渡辺貞
夫などミュージシャンのメッセージ、アパ

ルトヘイトの歴史などを織り込んだカラー

のものです。】33サイズで100円です。

マンデラ歓迎関西委員会で作成したパン

フレットです。マンデラ氏演説、南ア現状

に関する座談会アマンドラ紹介、プログラ

ム等が掲載されています。
40ページ1500円㌧売上げはマンデ

ラ基金に入ります。
お申し込みは、
11月迄ネルソン・マンデラ歓迎関西委員会

T】≡L　06－779－2791

12月から　こむらどアフリカ委員会

〒579東大阪市若江南町1－613

下垣気付

B－Tシャツ、白　￥ヱ∴　0川

B一トレーナー、4色￥3．80n J、‾＋Y∠〔川
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降矢洋子てプーリ　ーティ　こ／二クーヵー　ド
ー南部アフリカ支援のために－

クリスマスや各種のグリーテインクに最適なカードができました。2枚

1組で400円（封筒付）です。

このカードの売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・スクオッタ一・キャンプの学校建設

2南アのFEDTRAW（トランス八一ル女性連合）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激立ナミヒア支援

連絡先　南部アフリカ支穣委員会　TEL O3－443－9775

東京都渋谷区恵比寿4－5－23－306

南アフリカ問題研究所内
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スケエフユ　－ル
1月30日（金）こども委員会

2月　1日（土）6芳春　南部アフリカ学習会シリーズ第2回

『南ア帰国報告会』

報告者．船越　正一

堀内　英治

内田　直子

場　所＿早稲田奉仕園会館101　　地下鉄早稲田・JR高田馬場

参加費：300円
1日（土）2時

講　師・ジェリー・マツィーラ

松島多恵子
場　所．クレヨンハウス

日（士）6時半　南アフリカに手紙を出す会
『クリスマスカー　トキャンペーン』

場　所　文京区婦人センター

＊5月にオープンしたマンデラ

歓迎委員会も、11月30日を

持って終了します。歓迎要には
黒人のボランティアもいました
が、そういう人達も、日本人と

もっと人種差別のことを話し合
いたいと思っています。マンデ

ラ来日で、私たちと在日黒人の

新しい関係が育ってきています。

事務所閉鎖後、マンデラ一行滞在中の記録づくりを始める予定です。皆さま、いろい
ろな形でご支援をいただき、有難うございました。（松島多恵子）＊マンデラ氏の滞

日について書きたいと思い、今月は発行を遅らせました。このところページ数が多か
ったことと消費税のせいで、財政的に苦しいので11・12合併号とさせていただき

ます。ご了承下さいますように。＊マンデラ氏が今年の4月にロンドンのロックコン

サートで行った演説（本誌NO　25に掲載）は感動的なものでした。特に最後の「

我々は皆さんを尊敬し、敬服し、そして何よりも皆さんを愛しています」というくだ

りは何度読んでも胸がキュッとなってしまいます。日本人にはお金だけとはとても残

念です。＊私事ですが、来年4月の区議選に地元文京区から友人を出すためしばらく
編集からはなれます。いろいろな問題にかかわってみてやはり政治を変えていかなけ

ればと思うようになりました。政治を特殊な人に任せてしまったため、おかしくなっ
てきたように思います。特に一番身じかなはずの区議は区民の関心も低いため地域の

ボスが支配する横国になっています。まず足下から変えていこうと思っています。長
い間おつき合いくださいまして有り難うございました。新年からは、たむさんとTo

mさんが代わってくれます。若々しい感覚にご期待ください。（高柳）

発行　アフリカ行動委員会JAPANANTIAP撼丁肛ID COhDl11T圧，Tokyo ZSO3－443L9775

〒150東京都渋谷区恵比寿4－5－23－306　南アフリカ問題研究所内

発行日1990年10月1日定価3百円　年間購読料3千円　郵便振替東京7－182710


