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読者の皆様へ

新年あけましておめでとうございます。南アフリカの人々から多くのことを学

び、また、共に手を携えてもうちょっとマシな世界を作ろうと志しているすべて

の皆様とともに、新しい年の始まりを祝いたいと思います。

1987年6月に創刊準備号を出してスタートした本誌は、翌年の6月号から

月1回発行の軌道に乗り偲調に発展してきました。1989年10月からは発行

部数1000を越える定期刊行物に認可される第三種郵便で送付できるようにも

なりました。なによりも隣読者皆様のご支援のおかげとあらためて御礼申し上げ

ます。また、編集長として並々ならぬ力を発揮された前編集長高柳さんの努力に

対しても敬意を表したいと思います。

さて、その上で、私たちは皆様にSOSを発信しなければならない事態を迎え

ていることを正直に申し上げなければなりません。母体であるアフリカ行動委員

会の今後をめぐるさまざまな議論もさることながら、まず何よりも讐寄金切

れという泣くに泣けない有様になっているのです。

本誌のために三千円もお支払いいただいたほど反アパルトヘイト運動に関心を

お持ちの方々に、継続購読料が切れたからといって発送を打ち切るのは忍びない

と私たちは考えてきました。昨年の夏までは、それでも黒字で運営ができたので

すが・・・。どうか私たちの苦境をご理解いただき、再び順調に発行できるようにな

るよう皆様の暖かいご支援をお最い致します。

本誌の発行を維持するため、皆様に下記のような媚いなします。 

きます。 
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▼送金先が変わりました0
これまでは、アフリカ行動委員会（「南アフリカ問題研究所」）あてに購読料を送

金していただきました。しかし、より確実にお金の流れを掌握するため、1月から本

誌専用の口座をひらきました。　　　謬

二乗：京0　－　5　4　9　5　9　2

反アノヾルトヘイ　トニュ－スL／ター編集部

誌代切れの皆様には専用の郵便振替払込書を同封しましたので、それをご利用くだ

さい。

なお、本誌購読料ではない送金は、従来通り「南アフリカ問題研究所」へお願いL

a連絡先が変わりました0
本誌に関するお問い合わせや連絡、投稿は、今までアフリカ行動委員会あるいは高

柳編集長宛にお願いしてきました。今後は下記にお願いします。ダイレクトに連絡で

きます。

〒343　埼玉県越谷市上聞久里1051－2　三井千間台ハイツ716号

『反アパルトヘイト・ニュースレター編集部』

◆ちょっとスリムになります○
本誌は定期購読者の飛躍的な増加、また、第三種郵便の認可に伴う郵送料の軽減等

により大幅な増ページを実現してきました。創刊号より10号までは20ページだっ

たのが、昨年には32ページが当り前となり、36ページでしかも大量に写真を使う

号さえ作ることができました。しかし、今は資金不足。そこで・・・

今月号より、再び20ページ体制に戻すことにしました。

しかし、内容は十分工夫して充実した内容にしたいと患い

ます。また、印刷数は定期購読者プラス若干部ということ

にし、発行月内に残部が無くなるようにします。

なお、集会等での配布用にある程度まとまった数が必要

な場合は、必ず前もって連絡してください。その分の増刷

に応じます。（集会等での配布用にご利用いただく場合は
一部100円プラス送料実費でおわけします）
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「幸艮告」　ひとつ
牛叫島　イ呆夫

11月の終りにいつも行動委員会の事務所に集ってくるメンバーで，これか

らの委員会の活動について話し合った。

今後，南アフリカはどのように変化していくのか．どれくらいの期間のなか

でアパルトヘイト体制は制度的に崩壊するか．マンデラ来日によって日本のな

かで変化したものはあるか．そしてこれらをふまえながら私達は．どのような

運動をしていくの力㌧　という内容だった。

ひとつづつ頃日にして議論したわけではない。南アのこれからの動きについ

ての予測も難しいなか，手さぐりの話し合いとなった。

この文も「報告」というよりも．弘の要約である。

この話し合いでひとつ確認出来たのは．現在のアフリカ行動委員会の在り方

ではもう限界があるのではないかということである。

今後，アパルトヘイト体制が制度的に絶ったとしても．アパルトヘイト下で

苦しんで来た人々の暮しや状況がガラツと変ることはないだろう。こうした人

々とつながり．私達の出来る支援を行っていくには．今の運動の在り方では弱

い。これからは．南アの人々の状況にこだわり，それでメシを食う人間が出て

来てよいのではないか。

しかも，それが必要だ力lらやらねばというのではなく．昨年・一昨年と南ア

に行ったメン／ぐ－は，南アの状況に身を置き．その中で生きる人々と交流する

ことで，自らを南アの人々と共にしていこうとする意思をもって帰っている。

こうした力があらたな運動を拓いていくのだと思う。

新しい行動要員会にしていくには，多少時間も要するだろう机経済的にも

一本立ちしていくためにも．大胆な提案も必要だろうと思う。

ところで，この場をお借りして恐桁だけれど．11月の会合で私は代表を降

りさせてもらうことにした。運動にとっても，私個人にとっても良い機会であ

ると思う。それこそもっと早く交替すべきだったと考えている。



「代表」の中身などない机否応なくその会の顔となったり．会のリズムを

つくったりするものだ。特にここ2・3年は，行動委員会の秦価が問われるこ

とが多かったが．不甲斐なさを常に感じつつすごしてしまった感がつよい。自

分の蓉しの場やメシを食う操と南アの悶陰をどうつなげていくかというテーマ

も自分の力量では手一杯になってしまった。

私に代って上林君に代表になってもらった。

「僕たちは．南アの人から力をもらってばかり来たように思います。すこし

でもそれに応えていくとき」と，ある時語った彼の力は充分である。これから

彼を中心にして行動委員会は動いていくと思う。みなさんのこ支援を一層お願

いしたい。非力な私をこ支援して下さいましたたくさんの方々にお礼を述べさ

せていただきます。ありがとうございました。
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蛸じインカタの二大勢力を中心とする黒人の
「諸勢力は、共通のく敢〉と、共通のく目標〉を失
った」からだと述べている。
また同じ「毎日」の12月9日号では、夫を殺

されて泣き叫ぶ妻の大きな写真を掲げ、こん
な説明を付している。＜～曙（しょ）光が見
えてきた南アフリカ。しかし今度は「アフリ
カ民族会議」（膿C）と保守派黒人組織「イン
カタ」の戦い。黒人のために戦ってきた昨日
の友が今日の赦。＞

もう一つ「毎日」紙から。12月24日の社説

（「夜明け」への希望を摘むな）は、「黒人同士の
流血事件については、黒人側に大半の責任が
あることを認識してほしい」と書いている。
次は「朝日」紙。12月5日号は「黒人同士泥

沼の報復」というリードの下で、郎版ほとのサ
イズの紙面にヨハネスブルクからの長い特派
委員電を載せている。この記事は、8月の半ば
以降ヨハネスブルク周辺の黒人居住区で急激
に頻発し始めた、いわゆる「真人対窯人」の衝

突事件の一つを取材したもの。
「町は緊張感を残していた。殺す理由は＜

やつらがコサ族で、アフリカ民綻会議（姻C）
だから）と（ズールー族の男は）言う。理屈を超
えた深い憎悪。アパルトヘイト（人種隔離）体
制廃絶への動きが現実となったいま、なぜ、
窯人同士が等賢し合わなければならないのだろ

う。」
この記事は「ズール十族も一部はAガCを支

持するが、理論を超えてインカタを支持する
ものが多い。」とあるように、南ア最大の黒
人民族であるスールー（約600万、黒人の民族

凱人口構成比は26＿鉢）はインカタを支持し、
次いで大きなコーサ民族（26．1％）は蛸Cを支
持し、互いに憎しみ合っいる、という論旨に
読める。しかしこの記者は、南ア警察が本腰
を入れれば抑えられるのに、警察がそれをし
ないのは何故か、と問うている。

◆
さて、これらの「毎日」と「朝日」の記事

のとこが問題なのかを、以下に述へる。

（Dインカタは現在本当に「窯人の解放を目
指す」勢力か？

現在のインカタが果たしてA∬CやImF（統一

（6）アンチ・アノヾルトヘイト　ニュースレター

「黒ノ＼抗争」　「部族
対立」　の真実

一新聞報道批判一

橋原彰（くすはらあきら）
デクラーク政権の登場、膿C（アフリカ民族

会議），PAC（汎アフリカニスト会議），南ア共産
党の合法化とネルソン・マンデラら多数の政
治犯の釈放等によって、「アパルトヘイトの終
わりの始まり」が始まった。

今年（1990年）の5月と8月には、デクラーク
政権とマンデラに率いられた畑C執行部との2
垣の予備交渉が行われ、来年に予定さ
る制憲会議（本交渉）に向けて和平ム

れてい
－ドが

一気に高まってきた。

だが、そうした動きに呼応するかのように
この（人種差別のない・統一された民主的な
南アフリカ〉（non－raClal，皿ltdand

demDCratlC SoutbAfrlCa）へ向けての和平の

ムードに反対する、反対どころか凄惨な暴力
で妨害する動きか覿著になってきた。

この動きが今や、南アフリカの民衆がたく
さんの赤い血潮を大地に吸わせてやっとつか
んだ、自由と解放の糸口である和平・制憲交
渉にとっての、最大の障害になろうとしてい
る。それが、新聞が時々大きな活字で報ずる
ところの、「黒人抗争」「部族対立」「果人
同士の殺し合い」、英字紙では「tiuCE一旬Ⅳ－B
uCE」といわれるものである。

◆

私が購読している最近の「毎日」と「朝日
」両紙から幾つかの例を挙げてみよう。

9月24日の「毎日」朝刊（以下いずれも朝刊）
は「記者の目」、というA4サイズを超える程
の大きな欄で、ハラレ支局記者の次のような
記事を掲載している。

＜共通の「敵」失い、団結崩壊＞＜激化す
る南ア黒人抗争＞といった大きなリートの後
にこんな文章がででくる。「現状の暴力抗争
は野蛮な殺し合いであり、そこにあるのは部
族レベルの敵意と憎悪だけだ。」

その理由としてこの長い記事は、「デクラ
ーク政権の対話協調路線によって力による上

からの抑え込み政策が緩んだこと」によって
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民主戦線）のような「黒人の解放を冒籍す」勢
力といえるだろうか。インカタにとって戦う
対象（敢）は、80年代半ば頃から変わってし
まったのではなかろうか。

ズールーの文化【璽軌結社であるインカタ
Ⅰ耶丑ATA（ⅠⅦTAYE服mm瓜EOⅥミSIZ耶）は

1975年にズールーの「首長」カッチャ・プテ
レジ（1928～）が、1922年に彼の叔父のデニズ
ールー王（EI¶G SOLOⅡON忘A DINIm）によっ

て設立されたズールー民族運動（Ⅰ糀丑ATAYA

m ZmU）を復興したものである。
「インカタ」の元来の意味は、王が管理する

ズールーの最も大切で神秘的な品物で、民衆
の統合を象徴する聖なるコイルをさすもので
ある。これによって王は人々を一つにし、裏
切り者や忠誠心を失った家来たちをもう一度
ズールー国家に復帰させ、王に帰属させるこ
とができると言われていた。

1950年代には姐Cの有力メンバーとしてバ
ンツースタン政策に弓重く反対したプテレジは

、1970年にそれを受け入れ、72年には白人政権
によって造られた「クワズールー政府」の首長
となった。インカタのメンバーは公称100万を

超えると言われているが、90％以上がズールー
民族であり、1978年の数字では支部の80％がク

ワズールーとナタールの農村地帯にあった。
加入は半ば葡制的で、拒否するズールーは暴
力による迫害を受けたり、様々な不利益が与
えられた。

1970年代初頭以来、プテレジ（と彼の作っ
たインカタ）は、ステイーヴ・ピコを先頭と
する黒人意識運動の若者たちから（裏切り者
〉（部族主義者）として徹底的に批判された
が、彼がスローガンとしてかかげていた「反
アパルトヘイト・資本主義擁護、国有化と経
済制裁反対、非暴力主義」は欧米の政財界に
受け入れられ、80年代中頃まではポスト・ア
パルトヘイトの初代真人大統領と冒されてい

た。恐らくプチレジ自身もそれを疑うことは
なかっただろう。

また、1980年非合法化されていた畑C亡命

執行部と決定的に決裂するまで、プテレジは
インカタこそ正統に脚Cの精神を受け継ぐ国
内の民族解放運動である、と公言さえしてい
た。

インカタへの批判がごく普通の黒人社会の
中から起こり始めるのは、1976年8月ソウェ
トの真人学生たちの呼びかけで行われた労働
者の在宅ストに対して、lzl血lopbeホステル
のインカタに属するズールーの出稼ぎ労働者
たちが警察と協力して襲撃をか坊たくさんの
死傷者を出した時からである。

ブテレジがズールーの悪名高い「自警団」（
ヴィシランテス）を組織しだすのもその頃か
らだ。インカタの「自警団」がAがC／Ⅶ）F／COSAT
V（南ア黒人労組会議）のメンバーや支持者に、

今日のような大規模かつ残忍で止むことのな
い攻撃をし始めるのは、1984年9月以降であ
る。

1983年5月に数百の反アパルトヘイト草の

根組織の連合体であるⅧFが結成され全国各
地に様々な運動が開始された。とくに白人政
府の僅偏自治組織である「地方評議会」（αⅧm
nlty（b皿Clls）に対するⅧFの反対運動は各

地に広がって、住民の主体的な自治組織が多
くの地域に作られるようになった。
1978－9年に設立された「地方評議会」に積極

的に組み込まれてきたインカタにとっては、
これは由々しき事態であった。
インカタの本拠地がインド洋に面したクワ

ズールー並びにナタール州であったが故に、
UDFや85年に誕生したCOSATtHUDF同様A糀系。

これに対抗してインカタは都市部のズールー
の出稼ぎ労働者を組織するために86年mmA

（南ア統一労働者組合）を籍成した〕の支持
者に対するインカタの武装「自警団」の襲撃カミ
そこからまず本格化した。

インカタは「クワズールイ政府」と同体で
あったから武器はいくらもあった。1984年9月
から90年末までのほぼ5年間でナタール州だ
けで、ゆうに4000人を超えるインカタがらみ
の「黒人対黒人」の街実事件の死者が記鐘され
ている。

ところが今年に入り、デクラーク＝マンデ
ラの予備交渉が開始され、プテレジとインカ
タがデクラーク（南ア資本）からも欧米の資
本と権力からも見放されるに及んで、インカ
タがらみの暴力事件が南アの心臓部であるヨ
ハネスブルグ周辺の黒人居住区に移ってきた。

とりわけ、第二回予備交渉で劇Cが「武装園
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幸の停止（油g）」を宣言して以来、ソエト、
トコザ、カトロング、フォスルーラス、セボケ
ン、カギソ、テンピサ、といったヨハネスブル

グ周辺のタウンシップで、インカタの椚F
支持者に対する襲撃が激化してきた。

そしてそれに対する後者の反撃の暴力もま
た大きくなっていった。
8月半ばからu月半ばまでで約9㈹人の黒人

が犠牲になっている。心虻とインカタの幹部の
闘争停止のための話し合いが9月に行われた
が効果は見られない。マンデラとプテレジの
会談は何度も流産Lいまだ実現を見ていな
い。

そして以前から指摘されていたことだが、
インカタ派の黒人襲撃隊が警察や軍隊の一部
によって武器を与えられていること、襲撃隊
の中に顔を黒く塗った白人たちが交じってい
ることなどが明らかにされてきている。
最近では南ア、ナミヒア、アンゴラなどが

国境を接するカプリビストリップで南アの正
楓こよって守られ・指導されているインカ
タの「軍事訓捌」までが発見された。

したがって、それは決して泉人対黒人だけ
の争いではなく、歴史の動と反動の闘いであ
り、その両方の側に果人も白人もいるのであ
る。最近になってインカタ、白人右翼、軍・
警察の一部の歴史の反動の大同団結がはっき

りとその姿を現しきたと言えよう。
「毎日」の社説がいうように、「窯人同士

の流血事件については、黒人の側に大半の責

任がある」とラいった問題ではないのだ。
こうした歴史のリアルな動態が「窯人同士

の抗争」といった表現で隠されてほならない
だろう。

②ズールーみんなインカタ支持か。ズー
ルーとコーサは本当に惜しみ合っている
のか？

いわゆる「黒人対黒人の衝突」が、新聞等
で報道されているように「ズール「民族対コ
ーサ民族」の対立・抗争とは必ずしもイーク

オールでないことは、最大の犠牲者をだして
いるナタール州の暴力事件の殆とが、ズール
ー同士であることを見れば明らかだろう。

南アのMアパルトヘイト紙「ⅦⅧ
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M」（90・8・31）に掲載された南ア黒人調査研

究所による世論調査を紹介したい。質問作成
者は私達とおなじみの現在酉ケープ大学で教
鞭をとるサッツ・クーパーとrネルソン・マ
ンデラ伝」の著者でナタール大学のファティ
マ・ミーアである。調査対象は南アの全人種
地域をカヴァーした3874人。

その中の「言語別畑C支持率」という項目
を見ると、コーサ81％、ズールー72％、英語26
3％、アフリカーンス173％とある。これはズ
ールー民族の72％は、インカタでなく膿Cを支

持していると読んでも、そんなに大きな誤り
ではない。

また、「国家元首に最もふさわしいのは誰か
」という項目では、コーサ出身のネルソン・マ
ンデラが41％、白人リベラルに支持されたボー
ア系のデクラークが犯6％．ズールー出身のプ
チレジは1．9％にすぎない。

「どの政党が交渉にかかわるへさか」とい

う項目では、膿Cが53％，肝（現白人与党国民党

）が16．9％，DP（白人リベラルの民主党）が78％，
mC（ラディカルな黒人組織）が2＿7‰α（白人
極右の保守党）が1＿5％，インカタは1＿3％にすぎ
なかった。（ズールーの人口が真人白人を問わ
ず最大であることを想起されたい。）

さらに、「南アの暴力状況は誰に責任がある
か」という項目では、アパルトヘイト、政府、

警察というものが801％と最も高い。
この最新アンケート調査から判断する限り、

ズールー民族の大部分がインカタ支持で、反
鮒Cで、さらに言語的に大変に似かよったコー
サ民族に憎しみを抱いている、などとは全く
言えない。
私のこの夏の一カ月間の南ア滞在中、私は
「あいっはズールーだtJ「あいっはコーサ
だ！」なとといったエスニシティーを全面に

出した争いに一度も出会ったことはない。
だからといって、南アでエスニック・グル

ープの間にわだかまりや対立が全く存在しな

い、などと私は言おうというのでは決してな
い。アパルトヘイトそのものが、果人たちを
エスニック・グループごとに分離し統治し、

互いに対立抗争させようとする政策だったこ
とからして、そんなことはあろうはずがない
だろう。
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それにインカタの親分のブテレジは、常に
「ズールーの伝統を守れ！」と叫んで、くシ
ャカ大王の日＞を設けたり、豹の毛皮を身に
つけてみたり、王国時代の頚歌や戦闘歌を復

活させたり‥・して、〈部族主義）を煽り
続けてきた。

このような動きと対決して、皮膚の色や民
族の養いを超えて、自由で平等で差別のない
統一された南アフリカを生み出そう、という
のが長い間アパルトヘイトと戦い続けてきた

多くの黒人や白人たちの願いではなかっただ
ろうか。

「部族対立」「巣人同士の殺し合い」とい
った表現が、いかにそうした自由と平和と平

等を願う人々への、愛を欠落させた表現であ
るか、おわかりいただけだろうか。

（1990／12／29）

降矢洋子グリーティングカード
－南部アフリカ支援のためるこ－

Season’s Greeting　としか印刷されていないので、クリスマス

カードのほかにもいろいろ利用できます。

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ウイナス77－ムスねット・キャンプの学校建設

②トカカトル女性連合のル・スクール建設

③7メ好イ・77－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

883－3443－9775

東京都渋谷区恵比寿4－5－

23－306

南アフリカ問題研究所内
2枚1組で400円（封筒つき）です



ホームレスから見たアパルトヘイトの「今」
－’Operation Masakhane for the Homeless’の結成　u

」二林　陽子台

「ヨハネスブルグ近郊の黒人居住カテホングに隣接するホームレス・キャンプで、

11月26日深夜、11人が死亡、10人が重傷を負う事件が発生した。10時

15分頃、パンガ（大型ナイフ）、火器で武装した約150人の集塩が同キャン

プを襲撃した。死体のうち7体が銃によって、2体が銃撃ののちバンガで刺殺さ

れていた。残り一体は首が切り取られていた」。

南ア紙CitlZen　1990年11月28日

このホームレス・キャンプでの衝突はその後数日続く。警察発表では、衝突の原因

は不明となっている。しかし、明らかに墓撃したのはインカタなのだ。

南アでは黒人居住区の周辺にホームレス・キャンプが続々と形成されてきており、
一部は白人居住区にも流入している。その数はますます増加している。彼らホームレ

スは体制側から「不法居住者（Squatter）」と呼ばれてきた。失業、解雇、

農村部からの流入などで、集団居住法（Group Area Act）で黒人だけ

の地域とされてきた居住区にも住めない人々が発生、彼らはホームレスとなり、廃材
・段ボール・ビニール袋などで雨露をしのぎ、キャンプを形成していった。その数は

南ア全体で200万、その予備軍も入れれば800万といわれる。

昨年7～8月、ヨハネスブルグ周辺で起った抗争事件も、そして今度も、婁撃され

る主たる対象は最も弱い立場にあるホームレスの人たちだった。

ホ－ム　L／スのたたカさしヽらこ注巨】を
－　Omhl e（Operation Masakhane for t】leIloWIeless）結成一

昨年10月、拡大するホームレスの力を結集するため、Omhl eが結成した。

Mas akha∴neとは力を合わせるという意味だ。

事務局を担当しているのが、バシアー・ローガト氏。南アに行ったJAACのメン

バーが常にお世話になっている人物だ。

「ホームレスは南アで最も恵まれない人々だ。それゆえ、彼らの要求は無視されつ

づけてきた」とロ㌧－ガト氏は話す。そして、「ホームレスの存在と要求を認めさせる

ため、11月22日から2週間にわたり、全国で行動を展開する」と11月16日に

発表した。

同日、ソウェトではホームレスによる集会が開かれる。Omhl e代表のアンドリ

ュー・ムランゲニ（昨年11月、シスルらとともに釈放されたANCのリーダー）が

約千人の参加者を前に演説した。
「政府も、外国から南アを視察にやってきたビジネスマンも、わたしたちホームレ

スの苦境を省みることなく、『南アは大きく変化している』と語り、対南ア制裁は解
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除してもいいと語る。しかし、制裁は解除されてはならない。彼らの言う通り、南ア

は大きく変化している。その変化とは、ホームレスの加速度的増加ということだ」。

弓単圧されるO m h l e　　－ローガト氏ら逮捕－

ヨハネスブルグから蘭へ40キロ。インド人居住区レネシアとの境界にはまるでレ

ネシアを飲み込むかのように‘Extentl On9’というホームレス・キャンプ

が拡大している。

11月23日、Omhl eメンバーは　●ExtentlOn　9’の強制立ち退き

の停止、上水道の設置などを求め、レネシアの担当局で座り込みを行なった。ところ

が、ローガト民ら6人が逮捕されてしまったのだ。また、ヨハネスブルグの路上では

デモ行進の2人のメンバーが警察に殺害されていた。

0Inhl eへの過剰ともいえる反応はどこに由来するのだろうか。

第一に、昨1990年は、多数のホームレスが発生、白人居住区への大量流入も起

っていたことである。それにともない、ホームレス・キャンプの破壊は南ア国中で行

なわれていた。たとえば、ヨハネスブルグの北、白人居住区ミドランドでは、隣接す

るホームレス・キャンプを一年間に十数回もブルドーザーで破壊しつづけた。行き場

のないホームレス・キャンプの黒人たちが、再び舞い戻りキャンプを形成するためだ

った。

第二に、今年度中にアパルトヘイト根幹法といわれる土地法、集団地域法の2法が

廃止の見通しのためである。南ア政府はすでに、この2法に替るものとして「不法居

住者防止法（PreventlOn OfIllegal Squatter Acも）」を導入、白人権益保掛こ動い

ている。同法は、前者2法のように肌の色に

よる羞別扱いはしない。しかし、アパルトヘ

イト下で形成された富の不平等を固定するこ

とを巨的としている。不法居住者のらく印を

押された場合、土地所有者や行政当局は彼ら

を強制退去しうるのだ。先のミドランドのキ

ャンプの破壊も、同法を厳格に適用したもの

だ。このため、この法律は「色を問わない差

別法」といわれている。

南アには現在、数百万のホームレスが存在

し、今後も増加していくだろう。だが、土地

は余っているのだ。そして、アパルトヘイト

は、もはや肌の色による差別を必要としない

までに精練された体制に仕上がったのかもし

れない。

ホームレスの訴えはアパルトヘイトの「今」

を照らし出している。

「ホームレスに光をl」

gq年11月16日　ソウェトの集会
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文：サマンサ・ワインバーグ

1990年t南アプリか教軸動き

199畔は、教育の面では、政治家∴学生、教師．両親．

教育者など、多くの人が忘れてしまいたい年かもしれな

い．教師からも学生からもボイコットされた学校、脅迫

事件、シットイン、大学生の暴動、大学に対する政府援

助のカット、黒人教師の解鼠ⅨT（教育評Ⅰ練省）の広

範囲におよぷ汚職の発覚、といった具合に，全国的な親

機で、黒人学校の数百活動が崩壊したことによる影響が、

来週おこなわれる大学人学資格試験の結果，明らかにな

るだろう。脳は、この十年間で最悪．いや史上最悪に

なると予想される。

だが、199D年はまた政治システムの大晦な変革にとも

ない、教育システムが改革される極力勒lめて蒔かれた年

として記憶されるだろうい閲T（教育訓練智）大臣．ス

トフェル・フアン・デル・メーヴェ氏なら、同傲たちが

他方面で述べてきたrわれわれはすでに後戻りできない

変革地点に来ている・…」と言うところだろうか・

白人が運営する学校に、厳しい制服つきながらも全人

種に開放する選択の道が開かれ．黒人学校の日程は白人

学校のものにより一層近くなるよう醒された。フアン
・デル・メーヴ工氏は∴学生が勉強時間を取れるよう、

風入学任のための大学入学舞終試験を－「週間遅らせるこ

とに同意した。たった20％の合格者しかなかった3月の

資格試験の受験者が再受験できる対策も準脂された。

将来、どのような形に変革す〈きかという激しい法治

が、教育家と政治象黒人と白人のあいだで交わされて

いる。何を優先するかという点では、まだ歩みよりは見

られない。77ン・デル・メーヴ工氏は繰り返し、新し

い教育システムについての議論はこの日の将来の憲法に

関わる交渉のなかから出てくるものとしながらも、ある

へき形をさぐる端緒をほとんど提示していない。

とにかく、メーヴェ氏が伍先させることといえば、「

新学期に向けて秩序あるスタートを切ること，できるだ

けスムーズに、できるだけ多くの子供たちが、できるだ

け豊かな教育を受けられるようにすることJなのである．

彼はまた「コミュニティが教育に撰極的に関わるように

するため、コミュニティや親ののレープとのより強い多

様な協力体勢を築く」方策をも探っていくことだろう。

だが、教育問蓮にいま必要なことは、18にも分けられた

教育省を一つの省にまとめる、全面的かつマクロ的な決

定であって、それがなければこのような草の根からのミ

クロ的なアプローチはほとんど効果がないと、何人もの

学者が語っているのだ。

ノース（タープループ）大学教育学部部良、チャール

ズ・MC・ムバシェーレ教組ま、教育省が一つになりさ

えすれば、システム全体に対する†諭も回復するだろう

と述べる。「必ずしもいますぐ、黒人学生と白人学生の

教育経沢を同じにする必要はありません。すべての学校

が閑放されたとしても、遠くにある日人学校へ黒人の子

供が通えるわでではないし、タウンシップの学校の質を

上げるには時間がかかるのです。だが、カリキュラム、

時間割り、大学人学資格試験を同一に設定することで心

理的なインパクトを与えれば、この先長い時間がかかる

だろう机緊張をとり除き．教育システム全体に対する

†細を回援することは可能でしょうJと。

この見附ま、「教育問題は、政府が鼓倭先すべき事項

だ」とするタープループ学長、シャハ二・マンガ一二教

授とも同じものだ。

先ごろ開かれた全国教育協力委員会（N防。）の定期大

会で、「あらゆる南アフリカ人に質の高い教育を与える

ために、単一の、全人種平等の、民主的な教育システム

を国家がただちに設立するよう要求する、全国的な行動

吉「画」を採択した，「国家は、来年早々に集団地唆法を

廃棄するとしながら、アパルトヘイト教育を徴表しない

のはおかしい」と、新たに選出された全回最良、モンデ

・トウルワナ氏は語る。

楕アフリカ高等緻育協議会の現会長であり、AⅦの教

育担当者でもあるジョン・サミュエル氏は∴変革のスタ
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元気しこ登校
この子たちの頭上で、南アフリカの教育の将来について大蒜論がとび交っている

ーテイング∵ポイントは政府による政治的藩向を明確に

あらわす声明でなければならないと考えている。

そうはいっても本当のところは．「1991年に教育シス

テムの大きな構造的変革が見られるとは思わないが、少

なくとも来るべき変革の約束はあってしかるべきであり、

国家は具体的な態度でその意思を余し始めるべきだ」と

言うのだから、フアン・デル・メーヴェ氏の変革へのミ

クロ的アプローチに追随していることになるだろう．

サミュエル1知こよれば、国家が先ず取らなければなら

ない第一歩は、現在急務の黒人と白人の学生間の不均衡

をいくぷんでも是正するために、財政予嬰を再配分する

二．日．

糞余は、県人学校の教象劾師、教科軋システム内

の非効捧椎を改良するために使われる′＼きである。

「これらはある忍喋で、大衆的な財政的配分あるいは

構造的改良を必要としない具体的な行動だが、政府の善

悪と故紙故恩の其剣さをあらわすことにはなるだろう」

とサミュエル氏は諮る。

変革が必要なこと、それも早急に行なわれなければな

らないことは、どの政党も認めていることは明らかだ。

だが、システムに対する†細を劇りもどし、子供たちが

教室に帰るようにするためにどうしたらいいのか、だれ

も明確な答えを出すことができずにいる。

ウィッツウオ＝一夕ーズラント大学の教青脱のニッ

ク・テイラー飽よrすべての人びとが閑心を持って参加

しないなら、どんな改良をしたところで現システムより

適当なものにはならないと思うj　と見ている。

「みんないっしょに敵艦先事項を浅酌‾ることが先ず

最初の動きになるへきだ。その人たちの意見を聞いてか

らでなければ、どのような変革がなされるべきか、わた

しは意見を言う気になれない」と。習

（編訳：のぞみ）



南アの高校生から手紙が届いています

昨年9月下旬から約2週間、南アフリカの黒人居住区のひとつであるソウェトを訪れることがで

きました。そこで、宿泊先で知りあったMさんが先生をしているオーランドウエスト高校をたずね

授業を受けている生徒たちと会いました。彼らや彼女たちはぼくらにとても興味をもっていろんな

ことをたずねてきました。「日本で1ま反アパルトヘイトの活動は合法か、非合法かつ」「日本政府

はANCに武器の援助をしないのか？」などほくらがたじろいでしまうものでした。

いっしょに訪れた仲間が「君たちが新しい南アフリカをつくるんだよ。」と言うと「Of co
－urSe▼（もちろん）」という大きな声がいっせいに返ってきました。そのなかでぼくは，日

本のことを少し話して、「みんなと手紙などで交流したい。」と、ぽくらの希望を伝えると、みん

なは喜んではくらが持って行った封筒と便せんを受けとってくれました。そして、昨年暮れまでに

11通の手紙が届いています。

手紙をくれたオーランドウエスト高校の生徒たちは、ソウェトのなかでは経済的に恵まれている

家庭の子どもたちて、交流を続けていくことができる人たちだと思います。また、オーランドウエ
スト高校は、1976年のソウェト蜂起（南ア白人の言語であるアフリカ▼ンス語教育を‡巨否して

若者、子ともたちが立ち上がった）の舞台にもなった学校だと、あとになって聞きました。昨年来

目した東トランスハール女性連合のントンヒリーガン　ショッぺさんは、南アの高校生から情報

を得て、日本から南アの警察に圧力をかけることもできる、と言っていました。

現在この手紙は中高生のみなさんに持ち帰ってもらって訳してもらっています。なるべく早い時

期に返事を出し、手紙の内容をまとめたい、と思っているところです。興味のある方は、舟越まで

連絡ください。

オーランドウエスト高校（左）から下校する生徒たち
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ANC女性り¶ダーを迎えて（後）

先月号に続き、昨年10月18日の自治労会館でのントンヒリーガン　ショッぺさん（ANC

東トランスハール女性連合）のスピーチを紹介します。
このなかで、現在、南アで起こっている暴力が誤って伝えられていること、また、梶山前法相の

差別発言に対しても話してくれました。

地方自治体に対しても家賃不払いの運動を始めました。家賃値上げに反対する私たちの家賃不払

いの運動も成功しました。私たちは、ひじょうに貧しい生活環境のなかで水道も電気もか1という

暮らしをしています。しかし、政府はこういった施設がととのっていない家に対して多くのお金を

要求してきます。ですから∴払たちはそのお金を払うことをボイコットしていました。結局、これ

に対しても自治体は私たちを強制移動させか1ように、という要求をのみました。また、地方自治

体に対して黒人たちを雇うように、と要求し、それも成功しました。

私たちは、白人と交渉したあとには、必ず人々のところにもとって大きな集会をもちます。この

なかで私たちは、白人と話したことをみんなに伝えます。そして、みんなの意見を開きます∴なぜ

なら、私たちが得た勝利は私たち民衆の勝利ですから。

そして、もうひとつがバス賃の値上げに反対する運動です¢バスが唯一の私たちの公共の交通手

段ですが、ハスを使う多くは家政婦であり、そういった女性たちほわずかのお金しか使うことがで

きませんので、彼女たちにとってこのバス代を払うことはたしV＼んな重荷になっています。しかし

、ハス会社ほとんどんハス代を値上げしていきました。このハス代値上げに反対してボイコット運

動を進めました。その2カ月間、ハスはいつもカラて走っている状態でした。みんながハスをボイ
コットしたのです．そして、このパス会社も最終的にわたしたちと話し合いがしたい、と言ってき

ました。彼らはハス賃を値下げしました。私たちは、また大きな集会を開いてみんなでその喜びを

分かち合ったのてす。私たち民衆は、その時ほんとうに自分たちて勝ち取ったということを感じま

した。

また、この10月10日、私が日本に発つ直前にANCの新しい事務所の設立の集会を行いまし

た。その時にひじょうに保守的だった白人が有料の広い駐車場を無料で私たちに提供しました。パ

スボイコットの対象になったハス会社も地方の人びとを運ぶのにたくさんのバスを無料で提供した

のです∴私たちのその集会は大成功におわりました。私たちは、町のまんなかでそれを祝い喜ひ合

いました。これは、私たちの歴史のなかではじめてのことです。ANCのナタール地区の代表であ

るクワ】ル氏をスピーカーとしてよび、それはひじょうによいスピーチでした。また、これまでな

か、ったこととして、白人が私たちの集会に来て彼の話を聞いていたのです。私たちはそれをとても

うれしく思いました。

こういった私たちが勝ち取ったものは、すべての人たちがひとつになって運動を行った結果です

。青年の組織も女性の組織もすべての地域の人ひとがこのキャンペーン、集会に向けて力をあわせ

ました。これは、私たちにとってひじょうに大きなことです。また、ボランティアの人びとも多く

います。私が今事務所に電話をかけても専従のスタッフといっしょにボランティアの人たちがいる

とおもいます。



qO　アンチ・アパルトヘイトニュースレター　　　　　　　　　　　1991年1月ユ日発行　等三種郵便物認可

私たちはANCとして、これだけ大きな喜びを与えてくれた人びとに何かできることはないか、

と考えました。今まで私たちはスローガンをさけび続けてきましたが、今はスローガンだけをさけ

ぶ時期ではなく、具体的なステップり＼と進んでいかなけrLはいけないのです。そこで、地区のなか

で教育、文化に関する部局と農業を具体的に行っていく計画を立てています。これらは、私たちの

仲間のなかでそれぞれとても興味をもち、地域で活動している人びとが担っています。こうして、

私たちは今まで持っていなかった土地を持って自分たちの農場で自分たちの作物を作っていくとい

うことを始めようとしています。そのなかで私たちのような地方に住む人びとが、具体的に自分た

ちの自信となるものを手にすることができると思うのです。私が日本に来てから、最も積極的なス

タッフのひとりであるジョンが電話をしてきて、やっと農業を行うための土地を手に入れることが

できた、と伝えました。次の課題は、土地にフェンスをはって農穂具を購入することです。私たち

のプロジェクトは今すぐにでも始められる段階まで来ましたが、こういったものがないと始められ

ません。ですから私たちは全力を尽くしてこのための基金を集めなければいけないのです。

新しい農業プロジェクトはとても重要だと思っています。これによって私たちは、トウモロコシ

や野菜を自分たちで作ります。女性たちもそのなかで活発に仕事をしていきます。それが、私たち

の収入にもなります。また、その後にはナワトリを飼って卵を売っていくということもしていくつ

もりです。こういうことによって、私たちはこれまでの叫びだけの状態から具体的に何かを行うと

いう段階に入っていくのです∴私たちが呼びかけた消費者ボイコットに対して、人びとは自分たち

の食料を買わずにボイコット運動に参加しました。また、家賃を払わないことによってすべてのサ
ーービスをけずられても私たちの声をきいてくれました。そういった民衆に対して私たちほ何か建設

的な次のステップに入っていき、農業プロジェクトのなかで自分たちで食料を得ていき、そして自

分たちの収入を待ていくというのはひじょうに重要な、またすぼらしいプロジェクトだと思います

。そのなかで人びとは自信を持ち、黒人たちが独立していくことを獲得することができるのです。

こうしたことにより、わたしたちは自分たちで統治をしていくことを進めてきており、それに対

する自信が生まれています。また、私たちのものであった土地が長いあいだ白人の手に渡っていた

のですが、それをもういちど自分の手に戻してそのなかで作り上げていき、それを白人たちにも示

していきたいと思います。このような活動のなかで、私たちはより多くのANCのメンバ一一を得て

いくでしょう。

もし、こついったプロジェクトが成功したならは、都市のなかたけではなくこのような地方にお

いてもマンデラ、ANCに対する支持がとても大きくなるでしょう。先ほど上林さんの話にあった

ように、一人一票制の選挙が起きた時にすべての地域でANCが議席を多く占めていくということ

ができるのだと思います∴私たちの地域では、ほとんとの女性が失業しています。ですから、こう

いう農業プロジェクトによって女性に対して収入を得ていく仕事を供給でき、責任を与えられた仕

事のなかで女性たちが自信をもっていくと思います。これが私たちの勝利をつかんでいくための確

かな道だと確信しています。

磨　南アで担こっている暴力について

最後に世界中で讃解されている恩人対象人の抗争と呼ばれていることについて私として説明した

いと思います∴現在の南アでの暴力の問題、インカタというクルーブが他の黒人たちを整っている

のですが、このズーールー族の代表だとしているインカタというグループのリーグ一一であるプテレジ

は、アノ勺レトヘイト体制のなかでカをつけてきた人です。彼は、ずっと白人の凶に立っていたので

すが、現在状況が変わってくるなかで黒人のサイドに来ようとしているのです。そして、異人のな
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かで自分が力を見せていくために他の果人たちを殺しているのです。ですから、これは果人間の抗

争ではなく部族間の抗争でもありません。ズールー族の代表であるインカタが他のコサ族を殺して
いるといいますが、インカタによって殺されているのはコサ族だけではありません。シャンカーン

の人ひともソトの人びとも、またズールーの人びとも多く殺されているのです。たとえばナタール

州、ここが最もインカタの暴力によって殺された人が多い地域ですが、ここては多くのス1ルーの

人びとがインカタによって殺されているのてす。そして、ナタールには2万人以上の難民が出てい

るのです。彼らは自分の家を焼かれ町を追い払われています。このような状況のなかで、私は世界

で報道されているような黒人間の抗争という考えかたの間違いを説明したいと思います。白人の右

翼たちもテクラークとマンテラの話し合いに反対しています。白人右翼がインカタといっしょにな

って今人ひとを殺しているのです。白人の右翼たちは、自分の体を黒く塗ってインカタの服とクツ

をはいて他の民衆を攻撃し殺しています。

あるひとが殺人の罪で濫帥こかけられたのですか、黒人だと思っていたその男が実は髪の長い白

人でした。彼は百分の肌に靴みかきに使うためのクリームをつけて黒くみせていたのです。地域の

警察もインカタ側についています。人びとが襲撃を警察に報告し捜査をするように要求しても、彼

らは何もしないか、したとしてむインカタ側に立つようなことしかしないのです。

政府も国内での私たちの運動、また国際社会の友人たちからの圧力によって現在のような話し合

いの立場をとっていますが、彼らが政治的な話し合いをしていくうえで現在のような支持の強いA

NCではなく、もっとイメージの悪い、民衆からの支持を得られないANCと交渉していきたいと

思っているのです。政府はそのためにいろいろな施策をしています。

私たちは、私たちのリーダーを支持しています。ANCの議長であるオリバー　タンポ、あるい

はネルソン　マンテラ、私たちは彼らといっしょに自由を求める闘いを続けています。私たちは、

みなさんにアピールしたいのです。これまでにない磯い樹制裁を行ってください。それが私たち

にとって必要です。そして、今までみなさんが行ってきてくださった私たちを支援する反アパルト
ヘイト運動に心から感謝したいと思います。今日は特に仕事が終わって疲れているなかを来ていた

だき私の話を聞いてくださったことに心からお礼を申し上げます．ありがとうこぎいました。

●　この後、ネルソン　マンデラ歓迎日本委員会事務局長の吉田昌夫さんから、日件9月21

日の梶山法務大臣の発言に対する梶山法相の罷免を求める声明文が読みあげられました。

内容は次の通りです。

梶山法務大臣の罷免を求める声明

梶山法務大臣は、去る9月21日の閣議後の記者会見で新宿の鮒について、「あのあたりの

通りは娘さんも歩けんね。悪貨が良貨を駆逐するというか、アメリカに黒が入って白が追い出され

るというように混任地になっている。」と発言したと伝えられています。（9月22日、朝日新聞

報道）私たちは、人種擁護と正義の運用の最高責任者である法務大臣が、このような人種差別発言

をしたことに怒りを禁じえ得ません。また、この発言は多様な民族を受け入れ、共に生きることを

追求し、それにより活力ある社会を築いてきたアメリカ合衆国に対する冒涜でもあります。

しかも法相は、この発言に先たち「書かれては困ることだが」と前置きしたということであり、

これらの発言が批難されるべきものであることを自覚していたということです。
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現在世界では、あらゆる民族がお互いの違いを言財）たうえで尊重し合って共存していくために真

剣な努力がなされています。梶山法相の発言は、こうした国際的すう勢を真っ向から否定するもの
と言わざるをえません。

日本政府は、今月27日に南アフリカ共和国の異人解放運動のリーダー、ネルソン　マンデラ氏

を日本に招待しています。しかし、人種隔離政策と闘い、獄中で28年間過ごしたマンデラ氏を真

に歓迎するのであれば、まず政府の代表が自らこのような人種差別発言を行ったことを猛省するべ

きだと考えています。

以上の理由により、私たちは梶山法務大臣の罷免を要求するものです。

1990年10月18日　内閣総理大臣　海部俊樹　殿

ネルソン　マンデラ歓迎日本委員会

モ：梶山法相の発言に対して（ショッぺさん）

私はこういった発言が日本であったことをひじょうに残念に思います。日本が自分たちでは発展

した質だと言いながら、そのなかでこういう発言があるというのはとても残念なことだと思います

。この言葉は全く今の時代にそぐわないものです。何世紀も前の暗黒の時代の言葉のように思いま

す。こういう発言をする人というのは、現在の社会ではなく過去の人種差別があった社会に属する

人ではないでしょうか∴私たちは、今人種差別のない世界をつくろうとしています∴私の国も含め

てすへての人が人間として尊敬される世界をつくろうとしています。ですから、このような発言は

あってほならないのです。

また、この言葉は削こ黒人に対する侮辱だけではなく、日本人に対して、また世界中の人に対す

る侮辱だと思います。ひとつの国の責任のある立場の人がこのような発言をしたということは、日

本の人びとにとっても大きな問題です。例えば、私のこととして考えてみて、もしマンデラやオリ
ハー　タンポがこんな発言をしたならば、ひじょうに大きな不信感を民衆からもたれてしまいます

。私たちは、このような時代おくれの発言がされないような社会をつくっていくように統一し、団

結し、平和を目指す者として断固として拒絶していかなければならないと思います∴私自身この発

言は強く否定します。
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≪南アフリカに手紙を出す会≫
皆さん　明けましておめでとうございます○さて、ネルソン・マンデラさんがボクシン

グをやっていた事は有名ですね。マンデラさんの70歳の誕生酌）時　元世界ヘビー級の

チャンピオン　マイク　タイソンがボクシング　グローブを贈った話は御存知の方も多い

と思います。

マイク・タイソンが巌初に日本に来た晩マリーナ・ショーというジャズ　シンガーの

コンサ‾トに行った私は、そこに㍍合わせていたタイソン氏から　からかわれるという光

栗に浴しました。（その話をすると長くなるので省略しますが）そして休憩時間に彼と握

手することも出来ました。

そうです▼私は　マイク　タイソンともネルソン　マンデラ（先月号に斉きました）と

も振手することが出来たのです一過手した晴の印象はというと　タイソン氏の手はがっし

りとして、ザラザラしていて　マンデラさんは大きな温かな手で私の手を包み込むという

感じでした。二人と握手できた私って、なんて幸せな人なんだろう…0　たったそれだけ

の事で喜んでいる払って　なんて単純なんだろう　…。

お正月ですもの　こんなたわいのない請を和、てしまった私を許して下さいね。今年

マイク　タイソンは再びチャンピオンの鹿に就くへく　そしてマンデラさんはアパルトヘ

イト全廃の為に、闘志を燃やすことでしょう。

☆　　　　　　　　　☆

現在南アでは政治犯が釈放されつつありますが　私の手元にはまだ死刑囚の人達が釈放

されたというニュースは入ってきていません。彼等が釈放されたという事が解るまで“

死刑囚に手紙を’’キャンペーンを掛ナていくつもりです。

今月は最高齢者の二人を御紹介します。お二人共60歳。

deon Madlongw∈lneさん

ellna de B rlll n　　さん

二人は他の人連と共に、アッヒングトンでの警官殺しの犯人として十分な証拠なしに

1989年5月死刑の判決を受けました。60歳という年齢で　南アの苛酷な刑務所生活

に耐えるのは肉体的にも、精神的にも厳しいことだと思います．

皆さん、沢山ハガキ、手紙を雨いて下さい。

〈宛先〉Maxlmum PrlSOn，P／Bag45

0001　So11t h Af rl Oa

航空便　ハガキで70円　封密で120円です。

いつものように、英語の苦手な人達の為には、私達の方で英訳をつけますので　日本語で

勲、たハガキや手紙を封葦で送って下きい。

く田村　幸子〉
〈編集部注〉Gldeonさんはミスター　EYellnaさんはミズだろうと思います。
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映画『マパンツラ』の上映案内
2　月　1Eヨー（金）　広島文化区民センター

問い合わせ　広島アフリカ講座実行委鼻会　怒杉本082－843－9023

2月16［∃（土）・17日（日）　浜松CITY8

問い合わせ　アップリンク　℡03－3447－0447

スケミクエ－ル
2月15日（金）6・30～　早稲田奉仕幽202号室

学習会「民主主義・南アフリカの展望」講師；平野一成（ANC東京事務所）

主催　アムネスティ南ア調整グループ　丑03－3203－1050

☆毎週火曜日の夜はアフリカ行動委員会の定例ミーティングです。はじめての人も、

気軽にお寄りください。

＊あけましておめでとうございます。行動委員会にひょいと顔をだしたと貴大学1年

生だった私も、はや4年生になります。編集にかかわっていたから続けられた，？東

西問題の雪どけで今度こそ真剣に南北間腰に取り組むっきゃない。1990年代はア

ジア・アフリカの時代だl「初心忘れるぺからず」ですね。（たむ）

＊こむらど委員会発行『反アパルトヘイトこむらどニュース』の100号達成おめで

とうございます。しぶといアパルトヘイト体制を突き崩すにはそれ以上のねぼり強さ

が必要で、私たち編集部もこむらどニュースの持続力に学びたいと思います。＊高柳

編集長のあとを継いで仕事をすることになりました。不安も感じますが、若い‘たむ

さん’の元気を頼りに精一杯努力します。どうぞよろしく。＊本誌はアフリカ行動委

員会の機関紙的存在であるとともに、反アパルトヘイトをめざすすべての人々の広場

でもありたいと患います。読者の皆さん、遠慮なくどしどし原稿をお寄せください。

誌上での論争も大切だと思います。＊何かやりたいけれどきっかけがないという人も

多いと思います。英語が堪能（あるいは堪能になりたいと思っている）で本誌のため

に英文（新聞）の翻訳を協力してくださる人はいませんか。編集部までご連絡くださ

い。　　　　　　（Tom）

発行　アフリカ行動委員会JAPⅦAmI肝膿ⅧEIDCD洲ITl唖，Tokyo BO3－3443－9775
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