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南アの動き’90撒治編）①
＜＝国民党＝－

●デクラーク大統領が2月2日に改革案を発表した時、すべての人々は驚きで目を見張っ

た。当初の予想では、国民党は二つに分裂するのではないかと見られていたが、それは的

はずれに終わった。多少の例外もあるが、国民党の大部分は歩調を合わせてきている。

●デ・クラーク大統領は、全世界に向かってrアパルトヘイトは終わった」という印象を

与えようと、「施設分離法」を廃止し、「集団地域法」と「普通選挙法」も交渉の上で、
’91年には廃止すると明言した。しかし、教育制度は依然として人種別に分離されたま

まという不公平な状態が続いている。「ホームランド」もそのままで、軍や警察や公共サ
ービスも白人の管理下にあり、ほとんどのケースにおいて黒人は以前差別を受け続けてい

る状態である。

●デ・クラーク大統領は、非常事態を解除したが、いまだに「国内治安法」は存続し、裁

判なしの拘留による政治犯が何百人もおり、政治裁判が続けられている。

●デ・クラーク大統領はANCを合法化し、そのリーダーたちの復帰を認めたことで国際

的に栄誉を与えられた。が、しかし、ほとんどの亡命者の帰国はまだ認められていない。

●政府がANCとの話し合いのテーブルについた時、交渉権のほとんどは政府に起られて

いた。ANCにはほとんど連択の余地はなく、しかも武力園争は中止しなければならなか

った。

●治安軍の独走が原因で、悪い印象がi

強まりつつある。空襲はインカタや呵

の政党に対しての取り締まりが甘いと

いうことを常に否定しているのだが、

抗争が起きている地域の人々は、そう

述べるであろう。大統領は今までのと

ころ、問題の重要性に気づいていない

かあるいは治安警察との間に波風を立

てたくない様に見える。

●国民党の黒人議員のほとんどは、南

ア都市議員達盟が二つの対立する党派

に分裂した際ANC系のグループの圧

力で辞任してしまった。

インカタリーダー、プチレジ氏（左）

とマンデラ氏は、1月下旬に平和を呼

びかける会談を行った。



く　A N C　＝ニー

●ナタール州とトランスバール州の抗争に対する非難の大半をANCにあぴせるのは、公

正ではない。少なくとも、トランスバールについてはANCが援助していた地域が攻撃の

対象になっていた。しかしANCの対応がいつも適切であったわけではない。インカタの

リーダー、プチレジを孤立させるキャンペーンを行ったことは、反ANC勢力にトランス

バール抗争を引き起こさせる決め手となったと思われる。確かに、ANCや南ア労組会議

などのリーダーたちは、インカタや第三勢力などを甘く見ていた感がある

●け予備交渉”では、ANCはやや有利な展開をしたが、白人政府に対する武力闘争を停

止させたが、しかしまだ千人単位の国外亡命者や公判中の拘禁者がいる。

●合法化後、年末までにメンバーは100万人増え、さらに白人とインド人千人を獲得し

た。

●武装闘争停止によって、国外亡命者特に軍キャンプのメンバーたちに断絶感が芽生え、

指導部の決定に不満を持つ様になってきた。しかし、分裂のきざしなどは見えず、南ア経

済の将来など重要な間房に関して、ANCは支持者の脱落を見ずに戦略変更を成し遂げて

いる。
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南アフリカのニュース（2月）

★南ア巨∃産、　1　2　0　0人角牢雇　　南ア日産では、景気の後退

のため、販売台数が352629（’89）から334777（’90）に減った。解雇

によって、100万ランド（約5500万円）のコスト減をはかることになる。南アの変

化に対応し、長期的に利益を維持するため、合理化の方針をとることにした、と広報担当

ニューブリッツ氏は語っている。（0283、ビジネスタイムス）

★南アで最も言古題のカ　ッ　プル
デクラーク大統領の子息で英ケンブリッジ

大学に留学中のウイレム氏（24）と、汁

カラードわのガールフレンド、エリカさん

は、「人種問題のない未来に生まれたかっ

た。」ウィレム氏は、頭を冷やすために英

国に留学させられた、という周囲のうわさ

を否定。「私たちの関係が人々に言い影響

を与えてくれれば、と思っています、」と

語っている。（同上）

★プアジアの各航空会社
南ア乗り入れ間近
南ア航空（SAA）は、6月までにシンガポールとの相互乗り入れを予定している。また

、キャセイパシフィック航空（香港）も、数カ月のうちに南ア入りする。これまで、利益

率の高いシンガポールへの直行便はなく、香港・台北経由だった。「状況はすべて変わり

つつあり、二国間協定が進んでいるところである。」と、SAAスポークスマン・エルス



のピクニックを楽しみに来たという感じ

だ。農夫たちは自分たちの乗り物で道路

を封鎖する一方で、持参した冷蔵庫・鉄

板台・食料を広げ、ジュージューと音を

立てて路上バーベキューを始めた。白人

警官が彼らと昼間から酒を飲んでいる光

景もしばしばある。この日、全部で約2

00人の農夫が逮捕された。

←1月29日未明、数千人の農夫がプレ

トリアに集合。さながら、イラクに侵

攻されたクウェートと化した。

★マニ／デラ上巳、　大統領の国会演説にニ’’　N（⊃’’
ANC副議長のマンデラ氏は、大多数の人々の生活条件が横木的に変化するまで、経済制

裁は維持されなければならない、と2月2日の記者会見で語った。「我々が（議会参加に

よって）プロセスを決定できて、初めて改革が逆行できないものであると言える。」白人

にとっては、集団地域法や土地法の廃止は画期的なものかもしれないが、黒人は必ずしも

同じ様に感じているわけではない、とも言った。資本においても技術においても、政府は

黒人がこういったものをもてるように援助するべきである。

政府は、数々の弾圧法、政治囚の釈放、亡命者の安全な帰還に関して沈黙を保っており、

強大な権力をいまだに放棄しようとしていない、と警告。

国会開会の日（2月1日）、ANCとPACは各地で大規模なデモを共同主催。これに対

し、インカタはこの呼びかけを無私翌日マンデラ氏は、デクラーク大統領が国会演説で

発表した、アパルトヘイト3法律の廃止・制忘議会などについて、記者会見でコメントし

た。（右は南ア共産常事務局長・スロボ庄）



南アをたずねて
昨年南アフカを訪れた大阪の内田直子さんの南ア訪問記です。12月1日にアムネ

スティ　南ア調整グループとアフリカ行動委員会との共催で開かれた学習会で話して

くれたものです。

夏の3週間を利用して南ア共和国に行ってきた。滞在場所は、トランスバール州のヨハネスブ

ルグで南ア最大といわれる黒人居住区、SOWETOがあるところ。3週間ヨハネスブルグから

かず異人居住区のSOWETO，Homeless Campのウイラーズファーム、インド人

居住区のレネシア、そしてヨハネスブルグ市内のホテルですごした。

私の旅行の目的は取得したヒザのとおり観光旅行だった。幼稚園で現在軌1ていて、やはりこ

ともたちのことというのは、私が物を考えるときどうしても気になるところである。南アに行く

ときも南アのこどもたち、特に黒人のこどもたちに彼らの生活をしている場で会いたい、と思っ

た。そして、いくつかのこどものプログラムや保育園、幼稚園を訪れることができた。

どういうところかというと、①SOWETOやDaveytonという黒人居住区の保育園の

いくつか　②Homeless Campの保育園　③白人居住区にあり、白人が経営している

人種混合の幼稚園　④SOWETOにあって、母親を対象にしたペアレンツートレーニング

①多くは教会の建物をレンタルで借りている。FEDTRAWやWCCがバックア・yブしてい

る施設は、多少、教具、例え‡潤し、いすとかいくつかの遊具があるが、日本の幼稚園の設備と比

へると何もないにひとしい。

私は自分の幼稚歯の部屋や庭の写真を持って行ったが、けっして私の園は、とても設備がこど

ものために理想的に整っているわけでもなく、いろいろと問題をもち、変えていかなければなら

か1ところもあるのだが、コーナーにわかれた部屋での遊びの様子、ロッカーの設備、教材、遊

具、部屋のかぎりなどの写真を見て、「本当にこんなのが欲しいんだ　　」となげいていた。

しかし、「お金がないので準備できか、。」と言っていた。保育園によっては朝、量、夕の食事

の用意をするところもあり、先生たちの労働条件も厳しい。

Daveytonの保育園をとりあげると（Daveytonはヨハネスブルグから車で約1

時間のところにある）、教師は6人で保育者4人、料理人1人、掃除婦1人で4月に若い先生が

2人、給料のいいところへ移って囲っていた。私はもう∵度ここへ行って、ゆっくりここの保育

園ですごしたいと思っている。こどもは101人保育科は1カ月45ランド（1ランド＝約6

0円），保育時間はAM6：30～PM7　00，母親の1カ月の収入は100ランド～200

ランドぐらい、ということであった。

ここは批絹がば：ときは昼寝をしていて、その後、外で遊んだりしていたが、これは他のとこ

ろでも感じたのだが、保育者がこどもといっしょになって、例えはオニごっこをするとか、砂あ

そぴをするとか、そういう様子をほとんど見かけなかった。私がこどもといっしょになって遊ん

でいると、こどものようだと言って笑われたりした。先生たちは、こどもが遊んでいるのをかた

まってしゃべりながら見ていて、時々声をかける。例えばケンカをしたときなど。ただゆったり

と時が流れていくのを感じた。アフリカ、特に南アの黒人たちの文化というものを私がまだ全く

わかっていないので、彼らのこどもに対する考えが私のなかで哩解できず、また、ゆっくりとこ

のことについて向こうの人と話し合うことは、私の英語の技術として難しいこともあり、こ才lか

らこういう点も考えていきたいと思った。



保育者のほとんどは資格を持っていない人が多い。居住区に住んでいて、その必要を感じた人

が動き始めてこどもの集まる施設をつくっているようだが、教員養成大学というのもあるし、こ

のなかでアフリカ人として資格をとるのにはどのような授業内容なのか、今興味をもっている。

というのは、③では多くの黒人のこどもが通っているが、方法としては南アの白人の保育のやり

方の一つで、私が一日参加しても細かいところはずいぶん日本とは違うし、設備や自然環境はと

てもうらやましいが、しかし、多分、物がたくさんあったりするからそこに自分がいることに違

和感はなく、むしろ∴私たちの方法と近いものがある。

ここは、College Nursery Schoolといい、ヨハネスブルグのWltS

大学の近くにある私立の幼稚園である∴南ア白人女性が責任者で、こどもは各人種mixされて

いて、南ア黒人、白人、インド人、そして他の園のこともも在園している。（こどもは私に中国

人か？とたずねた。確かに中国人をよくみかけた。）ここの黒人のこどもたちの父親もしくは母

親はWltS大学の先生である人たちが多いらしい。保育時間は7　00～4　30までで教師

の勤務時間は7　00へ一1　00、2　00～4：30にわかれていて、一一「人が全日を把握する

ようになっていた。

南アでは、まだこのような形式の施設は限られていて、2、3年前だったらこんな保育はでき

なかった、ということだ。黒人のなかにもいろいろカレーフ笥iあるし、白人にしてもオランダ系、

イギリス系なとマンデラの釈放によってヨーロッパ各国から来た人がいて、多分、考え方、文化

が違うなかで、特に黒人、白人をいっしょに保育して同題は担こらないかどうか尋ねたら、「黒

人にしても白人にしても、それぞれパックがちがう。教師白身、南ア白人ではないヨーロッパか

らの移住の人もいるb文化が一つに集まるところにやはり問題は起きてくるが、しかし、相手を

わかろうとしながら生活をすることは可能だし、そして、必要なことだ。」と言っていた。

それから、⑳のプログラムだが、これはHlpPy’s programとよばれていた。C
一〇llege Nursery Schoolもこれも、乱がお世話になっていたインド人の

お宅の人がWltS大学の大学院のEarly Chlld EducatlOnの先生で、そ

の人がこの二つの機関にかかわっていることもあり紹介された。

このHlppy’Sの教材、考え方はイスラエルからきていて、このプロジェクトの責任者、

他、数人のリーダーは、実際イスラエルへ行って2週間ぐらいの研修を受けている。このプログ

ラムの重要なことの一つはペアレンツートレーニングで、こどもと接する時に大人のやり方、考

え方をこどもにおしつけないで、こどもの思考、発達をきちんとみきわめながら言葉をかけ、成

長を促していくもので、こどもの学習の最中に「No」や「まちがい」という言葉は饉わず、ど

うしてそう思うのかを尋ねたりしてこどもが自分でま違いを見つけることを大切にしている。つ

まり、今まで生活のなかでこどもの思考の発達ということを重要視していなかったことから、や

はり物をきちんと考えていくことができるようになるには、まず家庭でのこどものあっかわれ方、

特に長時間接する母親のこどもに対する考え方に、新しいこどものとらえ方を取り入れることが

必要である、という動きではないかと思う。この責任者はずいぶん近所の母親たちのところをま

わったらしいが、まだまだ哩解が得られないらしい。余裕がないことと、やはり、新しいなじみ

のない考え方だからだろう。

週一回ペアレンツーリーダーのトレーニングがあり、私はこれに参加した∴次に進む週の教材

研究をみんなで親、子の役にわかれてやってみて、説明の難しいところ、気をつけなければなら

ないところ、また、やり方についての話し合いが約2時間される。実際に一人のリーグ」（Wl
－tSの学生）が受けもっている家族に会い、リーダーが母掛こ教材説明をするのを見学した。

母親に話す時はソト語かズール十語で、資料は英語なので通訳しながら伝える。教材のなかには
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英語をどのように使うか、例えば前置詞の使い方などもあり、英語のマスターもしていく。

このプログラムの問題は、教材がイスラエルからきているので、言葉の使い方や習慣の違いが

ててきて、そのまま教材が使えない時などがあり、その時は、本来の内容をこあきないようにし

て自分たちの方法に直していく、とのことである。

このプログラムは、7℃グラムとしてとか、その考え方を聞くだけにおいてはなかなかおもし

ろいと思うのだが、やり方がドリル形式であったり、また、彼らの生活のなかでこの部分がポー

ンとういているような感じを受けた。ノルマをこなすことには意味があるが、生活のなかでそれ

がどのように生かされているかわからなかった。ただこれも一回をチラッと見ただけなので、ま

た様子を聞こう、と思っている。

このようにいろいろな形で、いろんな人がいろんなところでこどものプログラムをやっている

ということを知った。そして、彼らはやはり資金面で苦しんでいる。資金が足りないのは教材な

どが入手できず、また、維持していくのが難しいV）と同時に、自分たちが勉強していくのも難し

くなっていくのでそこに活動の難しさを感じた。日本のなかにおいても、市民や団体がプロジェ

クトをしていくのは難しいが、南アはアノヤレトヘイトにより、政府のシステムによって必要なこ

とが人間としてあたりまえに出来か1、という現実を感じた。そして、それを行っていこうとす

るとまだまだ弾圧があるのである。

何人かの障害をもった子にあった。彼らの障害は精神面であったり、身体的なものだったり、

先天性のものだったり、後天的なものだったり・。障害児のことについて、「とんな障害が

あるのか、どうして障害をもつのかり」と尋ねたら、もちろん多くの原因があるなかで、「タウ
ンシッフⅥなかの道路で追払でいて事故に合い、激嘲院Iこ連れて行かずに障害が残ることがあ

る。」と開いた。これには、Ⅰ病院に行ける社会環境、設備が黒人にはないこと、Ⅱ．何とか

直ればそれでいいと思ってしまう、そんなことが原因のようである。生活全体の設備、保障（教

育を受けることも含む）が生活のなかで約束されておらず、教育を受けて知議を得るということ

は生きるすべを学ぶことで、必要なことが出来か1、必要なのに必要と感じない、そんなことを

感じた。
また、多くの障害を持った人たちに街でよく会った。彼らは、道にすわって通る人たちにお金

をもらう仕事をしていた。私は日本で生活しているなかでこういう人たちに会ってもお金を渡し

たりはしないのだが、ひょんなことでよく行っていた本屋の前にすわっていた男の子におつりの

小銭を何回か渡した。そして、ちょっと話しをしたいなあ、と思って、まず「Hello」と声

をかけたり、ある時は横のすわって話そうとしたI軌ど、「自分は英語がしゃべれない」と言わ

れた。南アのなかにはいろいろな言葉をしゃべる人がいて、例えばズールー、コサ、ソトとかあ

る。ズール1とコサは共通の部分があってお互いよくわかったりするが、恩人の人たちには英語

もコミュニケーションの大切な言葉なのだが、学校へ行かか－と英語は勉強しないのでコミュニ

ケ‾ションの手段が狭くなる。英語がわかればもしかしたら仕動盲あるかもしれないが、それが

できないと仕事のワクも狭くなる。矛盾が矛盾をよぶ、そんな現状である∴ただ、すごい失業率

のなかで障害をもった人々がこうして仕事ができるのも、ある意味では仕事があることなのかな

あ、と思ったりする。

私が∋週間滞在していて、継続して参加した会議がある。‘operatlOn Masak
‾hane for the Homeless’というので、通称山oMHle”とよばれて

いる。組織しているのはほとんどが黒人で、少数のインド人とたまに白人の参加もみられた。自

分たちのキャンプ、タウンシップでの問題をレポートして話し合い、対応をねっていく∴過一国、



木曜のPM5　00、の定例ミーティングのほか、土、日でも必要なら集まり、私が滞在中、こ

れから支援していこうとしているExtentlOn9というHomeless Campにお

いても外に向けてのミーティングがもたれた。

このOmhleの主なる考えは（その時は教育が必要だということについて話していたのであ

るが）、教育は物のない人に物を与えることではない。もし、食べるお金のない人に毎日パンを

与え続けていたら、その人は死んでしまう。つまり、教育はパンを与えてもらうことでなく、パ

ンを得る方法を学ぶことである、ということであった。こういう考えがOmhleの考え方や活

動の一一つの流れになっていると思った。職のないHomelessの人々が、とのように自分た

ちの生活の矛盾に対し感じていることを実現へもっていくのか、考え、行動する方法を伝えよう

としている。そして、連帯していける人々をふやし、手をつなきシステムに対して行動を起こし

ていくのである。

このOmhleの支援の一つに‘Masakhane Comunlty School’が

ある。これは、JAACのニュースレターなどにものっているが、ウイラーズ　ファームという

Homeless Campにある学校で、JAACもこの学校設立の支援をしている。私もこ

のウイラーズ　ファームに一泊してこの」、学校と保育園で一日を過ごしたのだが、この小学校の

校長姓のうったえは、まず教材がないこと、建物が不十分であること。一つの部屋に5学年が

しきりもなくて入り、一つのクラスは入りきれないので外で授業をしている。屋根は穴のあいた

トタン、それから教師不足。教師は学生160人に対し5人だが、この別ま2人しかいなかった。
一人が外のクラス、校長が部屋のなかのクラスを3グループぐらいにわけてみていたが、1グル

ープは自習、1グループは授業、もう1グルーフ1まおしゃべりをして過ごしていた．

教師不足は言葉の面でも困る。ズールー、コサは似ているのでどちらかがいればいいのだが、

ソトは全く違うのでソト言㈱斗ヽないとコミュニケーションがはかりにくい。

そして、校長も他の人々も日本のJAACに対する期待はものすごく大きい∴経済大垣旧本と
いうイメージがあり、個人もすごくお金を持っていると思われ、お金の援助を強く望まれた。日

本の市民団体がお金がないことはなかなか伝わりにくい。また、日本のなかの差方胎勺なさまざま

な社会問題も知られていない。例えば、在日韓匡し朝鮮人のこと、アイヌ、沖絶、労働者、炭鉱

他、英語でうまく伝えきれないこともあったが、そういう人たちが日本のなかで人種差別のなか
いるということは驚くことのようであった。

それと、とうしても彼らに伝わらなかったのは（もちろん語学の面で伝えきれなかったのでも

あると思うが）、受勝糾こおけるこどもたちの自由のなさのことである。これは、生活の問題

点が全く違うので、感覚的に学校の圧力に追いやられていく、ということが理解されにくいのだ

ろうと思うが、こういうことは本当に伝えていきた礪潤だとおもう。

私をこのOmhleに参加させてくれた人の家（SOWETO）に私は数日滞在させてもらっ

た。彼はWCC（ウイットウオータースランド教会協議会）に勤める人で、このWCCでOmh
－leのミーティングも行われている。10月束にマンデラがやって来たが、南アでのマンデラ

の存在は本当に大きいもので、Omhleのミーティングで会った男の子が壁にかけてあった「

Jesus　－」という文を読んで、「自分はJesusはきらいだ。私たちの神はマンデラ

だ。」と言っていた。マンデラやANC支持者たちに多く会ったが、このWCCに勤める枚もA

NCの支持者のようである。マンデラもいたロベン島に10年ぐらい投獄されていたらしい。彼

は本当に普通のおじさんである。家族を愛し、孫をかわいがり、そして、自分の生滅をじっくり

考え取り臥．でいる。こんな人たちがゴロゴロいる。彼らは決して表面に出てくることはないが、
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しかし、民衆とつながってANC，他の組織、南アをしっかりと支えている。

私が訪れた時は、インカタの暴動がSOWETOやウイットウオータースランドで起こり、彼

もそれに追われてとても忙しい、しんどい日々を過ごしていた∴疲れた顔で一一日を終え、また次

の朝を迎える彼らの日々が、本当にはやくその働きが自由に向かって動いている、そんな喜びを

感じられる日になればと思う。

私の南ア行きは、行ってみたかった、という私の思いで動きはじめた。Omhleのミ‾テイ

ングの始めに、みんなとこの所属から来ているか、という自己紹介をするのだが、私はJAAC

から来たと紆介されそのあと「fromJAAC」とえらそうに言ったりしてた。しかし、

反アパルトヘイトの大きな目的のためではなくて、行ってずいぶんそのギャップにしんといこと

もあったけれど、南アで感じたのは、反ア用レトヘイトを主張している場に行かなくても、ふら

っと街に立っているだけで、ア用レトヘイトがシステムのなかに組み込まれているということで、

非白人と同時に白人もアパルトヘイトの犠牲者であるということ。白人が一番だと信じ込まなけ

ればならない教育の洗脳のされ方、相手を人間と認められないことは、自分もまた、人間として

認められないことにつながると思うのだが、そうではないと信じ静ナている。（これは、私の問

題、日本人の問題でもある。）そういうア用レトヘイトの非人間的な圧力を痛切に感じる。

ある日、Women’s Dayの集会に参加して、プラカードを持って外に立つことになっ

た。「Section29で捕まった囚人を釈放せよ」というプラカードを持った私に、通りす

がりの何人かの黒人は、「Thanks」「VIVA」と声をかけてくれ、また、多くは通り過

き、ほとんどの白人はタルクルパーをし、ツバをはきかけそうな顔をしていく。

まだまだ無表情の顔をしている窯人たちは、警察の目が光っている街なかや政の圧力が強すぎ

る生活のなかで、疑問や反対やおかしさや、生活から感じるさまざまなことを公けの場で主張す

ることは危険をともなうことであり、自分の生活にある意味で覚悟をしなければならない。

こんな経験のなかで、自分の心をのぞかされたことがある。自分の行軌こ対する本当の感情で

ある。いろん淵をして、考えと感情とが結びついていくと思うのだが、本当に自分の心のな
かを知る努力をしていないと、いつか、自分の感情に足元をすくわれてしまう。そういうことを

プラカードを持っているとき思って、ゾクッとした。

「南アはどうたった？」と帰国してよく間力如二。でも、言葉で伝えるのは今の私には難しい。

今話してきたことも、私の持っている言葉では感じたことが伝えにくく、たった3週間だったが
いろんなことが次々と出てくる。そのなかの経恥r感想には矛盾もいっぱいある。帰国した私の

顔を見た母が、「とても生き生きした顔をしている。」と言った。それは、彼女が言うには今の

私にはもう見られないらしいが、南アの人々のしんとい部分も私のすごいこやしになったと思う。

そして、それは彼らがしんどさをしんといことに終わらせず、勧叫こしんどいのに、それを「フ

ンッ」とできるエネルギーを持って生活しているからだと思う∴私はよくぐじぐじといろんなこ

とを考えてしまうけど、「もっとさらくに生きられるな－。ほんまに大切なことってすくないな
一」と向こうにいる時は思った。もどってきて日がたつと、また、日本の風習からなかなか抜け

られず、ぐじぐじと考え始めたりするが・

サラフイナの映画のなかで、「よく笑うけど・」という間のあとで「笑うしかないi、けLと、

笑いの意味はたくさんある。」と女の子が答えていたが、これが彼らの生き方だと思う。エネル

ギーの持続は難しいが、でも、大きなエネルギ【を与えてくれた南アでした。



ホームレスキャブのひとつ、ウイラーズファーム
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日本／南ア　経済関係史・抄（Ⅲ）
◆グループ「経済制裁アクション’91（準）」編◆

食　料　品　輸　入

南アフリカから日本が編入している「食料品」は∴魚、エビ、豆類、果実、ナット、

トウモロコシ、落花生、糖類、果実ジュース、ぶどう酒などで、南アフリカからの袷

輸入額の約10％位です（表Ⅲ→2参）。

また、南アフリカが世界各国に輸出している食料品の、金掛こして約1／4は日本

が輸入していることになります（表Ⅲ－3参）。

食料品の中でもとりわけ輸入量の多いのが、「トウモロコシ」と「糖斯」です．

匹召工Ⅱ－1．食料占古輸入額の推移

冒す＄　　　　　腫計

貞一ヽl

：拍D

280

100

旭年　’胆年　’瓜年　’鮎年　’拓年　鳩年　’訂年　’貴年　’由年

表Ⅰ工Ⅰ一1＿　南アカ、ら　の輸入額買　　　［単位　千ドル］

とうもろこし �’81年 254477 �■82年 330354 �・■83年 148690 �■84年 1575 �’85年 9522 �’86年 142230 �■87年 150987 �188年 36205 �’89年 159107 

鞭Ⅰ　　　　糖 �152895 �103797 �28086 �35290 �4（）240 �50696 �68105 �85398 �86770 

食料品　合計 �432196 �455398 �204887 �71177 �77102 �236767 �271539 �181498 �299404 

表工Ⅱ一　2．南アカヽ　ら　の輸入iこ占め　る食料品輸入の都合

衆Ⅲ－　3　　南アの食料品輸出の　う　ち　日　二本の輸入雀町台

「i岳「奉l】82年l’83年l’84年l■85年1‘86年l’87年L■88年r89年 

責義のキ哲勇鰐 �1，887 �1，539 �1，126 �933 �772 �1，070 �1，093 � � 

日本の編入都合 �22．9鷺 �29．6篤 �18．2ま �7．6％ �10，0蒐 �22，1罵 �24，8Ⅹ � � 
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図工Ⅱ‾2・「トウモロコシ」の国労り輸入書打でキ

トウモロコシの輸入が84、85年で極端に

少ないのは、南ア鱒干ばつの影響です。

また、86、87年と続けて日本が対面ア呆易

世界第一位になった翌年、88年3月に農林

水産省と通産省は関連業界に輸入の自粛を
要請しました。その結果、88年の南アから

の輸入額が前年の1／4に減少しています

しかし、それも1年限りで、89年にはまた

元の輸入高に戻ってしまいました白

なお、日本が世界から輸入しているトウ

モロコシのうち、南アからの輸入割合（シ

ェア）は囲Ⅲ－2の通りです。

輸入トウモロコシはそのまま食用にする

よりも、菓子や調味料、ビール、さらに接

着剤や製紙などに添加するため、靖粉やひ

き割りに加工して用いています。

南アからのトウモロコシ輸入で考えなけ

ればならない点は、経済制裁問題に加えて
これが南アの黒人達の主食であり、乳幼児

や貧困層が栄養失調や飢えに苦しんでいる
ときに日本が大量に買付けていることです

次の表のように、南アのトウ印コシ生産最の
1／4に近い豊を日本が輸入してます。

如－4・南アのトウモロコシ生産量と日本の輸入割合

年 �南アの 生産量 �日本の 輸入割合 �年 �南アの 生藷量 �日本の 輸入割合 

1981 1982 1983 1984 �百万†ン 14656 8859 4083 ．4393 �％ 9．8 28．7 25．2 0．2 �1弘5 1986 1987 1払8 �百二万トン 7397 7748 7371 �ヽ 1．1 16．5 22．8 

図1二Ⅱ－　3．「粗糖」の国男U尊命入善打合

砂糖の原料となる　r粗糖」も、食料品の

中ではトウモロコシに次いで多く、国別に

みても南アからの輸入は全体の約20％位

になっています（園Ⅲ－3参）。　南ア産の

粗糖は、他の産地の粗糖に比べて不純物が

少なく良質であるところからコストパフォ
ーマンスの高さが具われてきました。

昨年、神戸の反アパルトヘイト・グルー

プが南アから粗糖を輸入している稽糖会社

を独自に調べ上げ、稲穂的なアピールを行

った結果、精糖工業会の加盟17社中12

枚が使用中止や段階的な削減を決めるに至
ったことは90年2月14日、2月23日の円本

経済新聞にも報じられました。この時、輸

入中止の抗議を無祝した企業は、伊藤忠製

糖（川ルマーク），新名糖（ママ印），フジ製糖（7シ）、

近畿食粗（マルチ一一印），第一厳禁（セブン印）の5

社。（）内はブランド名です。　この5社

の内、伊藤忠製糖は48％、近畿食糧は99％

南ア産の粗機を使用しています。
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から。」と、シルワニさんは蔀ヽます。

この地区では、南ア・クワズール⊥⊥繋割こリ

クルートされ、7こつた6週間で餐成されるキ

ッツコンスタブルという警察の存在が間違に

なっています。上から下までマリンブルーの

ユニフォームをまとった彼らのほとんどはイ

ンカタのメンバーから採用されるため、彼ら

の暴力が多発しているというのです。

PACSA（ピーターマリッツバーク教会

委旦会）というSACC（南ア教会協議会）

とも連携をとっている事務所に務めるピー

ターさんは裁判所の無力さを指摘していまし

たが、一度法廷に立てばインカタのターゲッ

トにされることは間違いがないので人々は恐

れをなしていることにもよります。そんな情

況が続くのを阻止するために、89年秋にイン

バリ・サポート・グループという組織がつく

られました。白人のメンバーがタウンシップ

にホームステイして証人となることで、事件

の解決や抑止の役割を果たしているのです。

そのメンバーの一人であるナタール大学の学

生フェリシティさんにいろいろ世話になった

のですが、彼女の家にいやがらせの電話や壁

に落書きなどされたり、また、同メンバーの

モニカさんは車を焼かれたり、とインカタは

様々な妨害をしてくるそうです。しかし、こ

のグループの存在はインバリ住民にとって心

強いもので、警察での手続きの手源、けが人

の応急処置などの点でも助かっている面が多

いとシルワニさんは言っていました。

フエリシティさん宅に数回おじゃまし、ク

リスマスを共に過したり、食事をごちそうに

なったり、ゲームをしたり……と、あつかま

しく長居していたことが多かったのですが、

父親が帰ってこないのをいつも不思議に思っ

ていたので尋ねてみたのです。「父はCP（

保守党）やAWB（アフリカーナー抵抗運動

）の支持者で私達家族とは話が合わないの」

と別居していることを語ってくれました。教

梱　アンチ　アパルトヘイト・ニュースレター

、　　い、

卓出持　常幸

12月18日から11日間ほどピーターマ

リッツバーグで過ごしました。クリスマスが

間にはさんで身動きがとれにくかったのです

が、インバリ、エデンダレなどのタウンシッ

プを訪れることができました。ここの来ると

ナタール抗争は部族対立ではなく、政治的対

立によることがはっきりします。両タウン

シップでは98または99％の住民がズール⊥族

なのですから。

インバリ住民委員会のリーダーをつとめる

シルワニさん、三軒隣りに住むCOSATU

（南ア労組会議）のメンバーでもあるゾン

ディさんに話を聞くことができました。ピー

ターマリッツバークを中心とするナタール

ミッドランド地区はこの抗争が特にひどく、

85年12人、86年13人、87年413人、88年691

人、89年696人、90年7月末までで620人が

亡くなっています。ゾンディさんの当時8才

になる息子さんもこの中に含まれています。

89年11月午後9時過ぎ、ゾンディさん宅から

ほんの200m離れた路上で子供さんは撃た

れ息を引き取ったのです。その晩、ゾンディ

さんの家も襲撃されたことを話してくれまし

た。シルワニさんもこれまで3回彗われたこ

とがあるそうです。しかし、警察による調査

は一切行われなかったことを嘆いていまし

た。．「インカタのメンバーが殺された時は警

察は徹底して調べるのに、我々の場合は少し

も動いてくれない。」と。

禄の多い丘陵地帯にあるインバリタウンシ

ップではANC系の人々が今では多数を占め

、インカタは少数派になっているそうです。

ですから「この町から警察がいなくなればイ

ンバリに平和がやってくる。インカタは警察

の手助けなしには私達を攻撃できないのです



師をしていた母親の影響でフェリシティさん

は白人・インド人・カラード・黒人が同じく

学ぶ学校に通い、人種によって人間には差が

あるということは間違っていることを悟り、

この道に入ったと言っていました。同じ家族

で政治的対立、意見の違いで家族分断をまね

いているのは大変悲しいことですが、フェリ

シティさんの活動を応援したいと思っていま

す。父親にフェリシティさんの考えが理解し

てもらえるまで。つまり、このことは本当の

意味での人種差別の廃絶につながるからで

す。ダーバン、トランスカイのウムタタ、

イーストロンドン、シスカイを通ってクイー

ンズタウンなどをヒッチノ＼イクでまわったの

ですが、それらの地で会った人や乗せてくれ

たドライバーに話を聞くと、人種間断絶が意

外に大きいのに気付きました。英系白人の中

には「黒人は一部のアフリカーナーよりはず

っとましだ」、インド人の中では白人寄り、

黒人の立場を理解する者、カラードでは完全

にアパルトヘイトの廃止を求める者、などい

ろんな考えを持っている人がいました。特に

将来の南アにとっては保守的な主張の持ち主

が心を開いて全人種間で新しい人間関係を築

いていかなければ、制度としてのアパルトヘ

イトはなくなっても、人々の心の中に生き続

け、平和な社会をつくる妨げとなることでし

ょう。今は黒人にも平等な機会が与えられる

ことが最重要ポイントですが、同時に国民の

意識改革も必要だと思います。ピーターマリ

ッパーグで知りあったソウェトに住む黒人の

牧師さんはこんなことを言っていました。

「デクラークやマンデラなどの政治家は国の

制度を変えるために話し合っている。では、

私達教師の仕事は何なのか。それは人々の心

を変えていくことなのです。」と。黒人の心

の中にも、これまでの人種隔離によって植え

つけられた憎しみ、反感、劣等感などがあ

り、これらを取りのぞかなければならないの

です。こう考えると、南アに人種差別のない

互いが尊重し合う平和な社会が実現するには

相当な時間を必要としそうです。1／11

（剣持氏は現在アフリカを旅行中。アフリカ

行動委員会への手紙を掲載しました。）

≪インバリ居住区で≫

左からゾンディさん、シルワニさんの子供、フイリシティさん、シルワニさんの奥さん、シルワニさん
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齢巌‡適誌禦、紘良書三等三先壷と苧
無事だったと。

去年の9月、別の友人が横浜から船で上海へ行き

そこから陸路でシリアに向う旅に出た。彼は中東の

中でシリアが一番好きだと言う。シリアに1年でも
2年でも居られるだけ居たいと言う。本当は3月に

出発するはずだった。しかし、トラブルがあり半年

延びた。その間にイラクのクウェート侵攻が起っ

た。“行ってから起るより、そういう状況を知って

て行く方が、賓が起った時対処しやすいよね”など
と私は彼に言った。彼から何通かの便りを受け取っ

た。一番新しいのは1月14日に届いた。“こちらの

日本人はあわてていますが、シリア人はインシャ

ラーとノンキにかまえています’－と書いてあった。

堪、はi皮の市が心配になって急いでハガキを出した。

中東の緊迫した空気が日本でも感じられていたか
ら．しかし、私のノ＼ガキは届かなかった。中東地域

への郵送が中止になってしまったのだ。シリアは

今、どんなだろうか？　友人はシリアを出たのだろ

うかつ　この戦争が起って、私は思う。欧米主導の

やり方にはもうウンサリだ、と。そして気づいた。
“経済大同・5本▼というのは、経済では大国だけ

ど他はたいした事ない、経済のみと但し古きのつい

た大国なんだな、と。皮肉ではなく素直な気持で納

得した。イラクはクウェートで血を流した。アメリ

カはそこへ世界を引きずり込み、更に大勢の人の血

を流し、破壊地域を拡大し、大規模な自然破壊を引

きおこした。アメリカが戦争を起こしたのは、ク

ウェートの為ではなくアメリカ自身の為だと私は

思っている。エゴと大エゴの戦争。正義の為の！紋争

なんてあるはずがない。‘‘正義”は戦争なんかしな

いと、私は思う。

個　アンチ・アハルトヘイ　トニュースレター

南アフリカに手雛出す会
日∃木寸　軒

中東で戦争が起きてしまった。とうとうl

図書館に行ってみると、少ないといわれるアフリカ

関係の本より更に少ないのが中東関係の本だ。そん

な所で戦争が起きた。

私の友人はアフリカ好きが多いが、アラブ好きの

人も結構多い。モロッコに4年居た人。フ亨マールに
4年居た人。チュニジアに留学してた人。私自身も

モロッコとオマーンに短い旅をした。そんな友人の
一人が去年9札日本政府の中東頁献茶の第一陣に

調整貝という役で加わり、サウジアラビアに行っ

た。一断わる人が多くて、とうとう僕の所におハチ

が回ってきた‾と。私たちはノ［鰯己した。行ったきり

掘ってこれなくなるのでは？　でも彼はこう言っ

た。■僕はひと月という約束だから。パパ・ウェン

バ（ザイールのミュージシャン）のコンサートチ

ケットも買ってあるし’’。コンサートは10月下旬。

その通り、彼はひと月で帰ってきた。何をしてきた

のりと聞くと、活軌拠点を決めてきたという返事。

何の為の拠点なのか、それを聞くのを忘れた。彼等

はほとんどサウジの首都リヤドから動かなかったと

言う。お医者さんや看護婦さんが必死の覚悟で出発

したのに、たったひと月で2、3人を残し、皆帰っ

てきた。難民の人達を診た訳でもなく。難を逃れた

クウエーート人達はサウジの豪華なホテルに泊り、

プールで泳ぎを楽しんでいたという。
一昨年タンザニアに旅行した時、私に親切にして

くれたフネイナ・ソイトは16才。語学がとても好き

な少女だ。きれいな英語を話す。そして、●－今度、

クウェートへ再留学するの。アラビア語を勉強する
のよ”と話してくれた。彼女はどうしたろう？　し

‘‘死刑囚にハガキを’’キャンペーン

中東戦争のニュースに晦日憂鬱です。その思いを発散させる為、つい中東の話に熟が入ってしまいました。

最近、南アの新改革案が出ましたが、国連の反アナ恥ヘイト委員会のガンバリ委員長は、政治犯の釈放に触れてい

ないと指摘、非難しています。私達の小さな行為もアパルトヘイトを完全に廃止させる為のひとつの力になり
ます。今月は、軋lIesmnd鮎、jala　枇－．DICk即日批dlkalle　敗r PaLrlCk机aglnda　の三人にハガキ、手紙を

送って下さい。1985年、オウドショーンという街の諌会の議長が興奮した群衆に装われ、誰かの投げた石にあ

たり死にました。その犯人として捕われ死刑判決を受けたのが彼等です。

沢山のハガキや手紙が送られる事によって彼等　苑先は

の釈放が可能になります。　　　　　　　　　　　　　Pretorl a Central Prl SOn

英語の苦手な方は、ノ＼ガキに日本語で苦いて封　　PrlVate Bag x405

苦で行動委員会まで送って下さい。こちらで簡単　　PRETORIA OOOl
な英訳をつけて南アフリカへ送ります。　　　　　　REP OF SOUTH　＾FRICA
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SJ4FE Section
今までの経過

1月19E］．私達の会、SAFE SectlOnが正式に発足しました。SAF引ま、
S。uth Afrl。。Frlendshlp Exchangeの略です。メンバーーーは中学生と高校生・約15

名駄私達はみんな南アのことにとても興味があり、ネルソン・マンデラのコンサ】卜や
南アの講演会などでしりあったのをきっかけにこの会を結成しました。南アフリカの子供
達と交流して、自分達も南アのことをいろいろ学んでいきたいな、と考えています。

《1月19日のミーティング報告≫
＊まず最初に決めたことは、この会の名称をどうするかということで＼候補として・
Y。uthSecti。nとSAFEClubの2つがあがっていました。これは、「クラブというと日本

人にとっては理解しにくい部分があると思うpでも、恥uthSectlOnにしてしまうと名称
に活動の内容が含まれないことになっちゃうよね。」というみんなの意見でSAFtSectlOn

に決定しました。そして、会も定例化してしまおうというわけで、これは毎月第一土曜日
と第三木曜日に決めました。
＊これは、この日の記録ノート書いた私の感想です。

今日は雑談が多かった。でも、その中にとてもおもしろい意見があった0「友達にこの
会のことを話したら、‾日本にも朝鮮人のこととかいろいろ差別問題があるのに・南アの
ことを特にやるっていうのは納得がいかない“と言われた」というのだ。それに対して、
「これをやっていないからあれもやらない、というのはおかしいと思う」というのも■■■0

これはけっこう大事なコトだと思う。日本人というのは大体アパルトヘイトのコトを遠い

国のでき事としかとらえていないのではつ　と思った。もう一つ「この活動をしてて何か
メリットあるり」という質問もあった。これに対しては「いろんな人と知りあえる」とい
う牛鴫さんの意見。でもメリットなんかなくても、自分がいいと思ってるからやっている
んだと思う。

《2月2日のミーティング報告≫
＊昨年の暮れ南アフリカから届いた日通の手紙の返事について決めましたD手紙を

もらってから大分日がたっているので返事を急いでいました。その返事は、会として出す
のではなく個人で出すということに決まり、私達の南アに対する質問、活動の主旨など各
自で考え、1対1でつきあっていこうということになりました0そうした方が向こうにと
ってもやりやすいだろうと考えたからです。手紙のこと以外で、この目は昨年の夏、南ア
に行ってきた船越さんのことについていろいろ話し合いました。また、ちょうどこの日の
新聞に｝新憲法が数カ月のうちに制定される－という記事があったので、これについても
意見を言いあい、「アパルトヘイトは本当になくなったのか」ということについてみんな
で考えました。　　　　　　　　　　　　　　　（＝大西　イ左素枝）

私はSAfESectlOnに二度目の出席をした中学2年生です。その会で、昨年の9月下旬に
南アに行ってきた礁越さんに話しを間いたり質問したりしました。

私がまず知りたかったのは経済制裁のことです。経済制裁によって黒人達の生活が苦し
くなる事を心配していたので、もしかしたら経済制裁は黒人達にとって苦しいだけのモノ
なんじゃないか、と思っていました。でも、違いました。黒人達は「白人連に武力ではな
い圧力をかけられる経済制裁は平和的なモノだ。だから、経済制裁をしてくれ」と・言っ
ているのだそうです。自分達に影響があり苦しくなるとしても、武力ではない圧力を望ん
でいるのです。又、彼らは、その軽済制裁をしない、いわばアパルトヘイトに反対しない
国日本に対しどう思っているのかを質問したら、船越さんの話はこうでした。「黒人達は
今までの自分達が受けてきた仕打ちに対して憎しみや恨みを持つのではなく・これから自
分達の作ろうとしている国の未来を思っている。だから、（その新しい国と）日本と友好
的な関係でいたいと思っているハズ」。私は、日本に対してや経済制裁に対しての思い
を知り、彼らの広い心を知りました。また、アパルトヘイトの中で未来を思っている黒人
達のp。Werからたくさん学ぶことがあると思いました。黒人達が一目も早く平和を手に入
れる事に、少しでも手をかしてあげられるはないかともどかしく思います0

（吉田　ゆカゝ子）
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昨年の九月号のここL・一一スレターに「韓国の反アパルトヘイト運動家支援緊急アピール」

というかたちで発表し、その後自分なりのペースで署名を集めて韓国で行っている釈放運

動に役立ててもらおうとかなりハリキッテあちこちに署名用紙を持ちこんだのですが、あ

まり集まりはよくありませんでした。よい方法も思いつかないまま数カ月がたち、南アの

状況もどんどん変わって行き、金明植氏も一年半の実刑判決を受けました。あまり韓国問

題にくわしくないぼくに韓国の民主化運動のことを教えてくれて、韓統違（在日韓国民主

統一連合）という団体を紹介してくれた松戸の渡辺さんにあわせる顔がない、そして何よ

りも韓国の全民連の代表も参加している集会で「この署名運動をやります！」というアピ
ールをしてしまったです、ぼくは……。しかしそのアセッテいる気特の中でなぜ自分が反

アパルトヘイト運動というかたちでこの署名運動をしようとしたのかを考えていました。

カギはいくつかありました。「私たちは死ぬことはできても、負けて帰ることはで善ない

l」と金町のスミダ電気本社前で抗議行動をつづけた韓国スミダ労組の四人の女性たち

と、連帯する会に結集した多くの労働者たち、国労の人たちと出会うために来日した南ア

鉄道港湾労組のジャスティス・ランガ氏、圧倒的な存在感でぼくたちの前に現れた徐勝

（ソ・スン）氏、行動委メンバーの学生が開いた集会で日本のアジアへの関り方について

訴えたASA（アジア学生会議）の青年たち、金浦空港まで行きながら韓国に入ることが

できなかったアラン・ブーサック師、日本各地で地域ごとにネットワークをつくりはじめ

た市民運動・労働運動の人たち、韓国民主化運動の主体「全民連」、そして「指紋拒否の

思想」の中で「名誉白人＝日本人」を告発する金明植民。これらは別々のように見えなが

ら本当は大きな流れの中の一体化した動きのような気がしていました。そして国労の小島

さん（本誌27号にパネラーとして紹介された人です）に助言され、全労協（全国労働組合

連絡協議会）に署名を組織的に取り組んでもらうために、国労会館の四階にある全労協の

事務所を訪れました。事務局の松島さんは南ア問題や韓国問題にとても関心を持っていま

した。ぼくの話を熱心に聞いて会議にかけて検討することを約束してくれました。このと

きから自分のやろうとしていることに自信がもてました。そして釈放運動とはまずつか

まっている人を釈放すること、次にその原因、彼をたいした理由もなく逮捕し拘留できる

「国家保安法」という法律の問題であるという当り前の事実に気づくゆとりがうまれまし

た。この「国家保安法」とは日本の占領時代の制度がそのまま残ったものだと言われす。

数日後、全労協は署名に取り組むことを決議してくれました。ぼく自身も各地の市民運

動、労働運動の人たちにはたらきかけてこの運動を広げようと思っています。そして、集

まった署名は韓国へ持って行き全民連で行っている釈放運動に役立ててもらうつもりで

す。

この署名運動に協力していただける方は、アフリカ行動委員会吉田まで連絡してくださ

いb集約目は三月末日です。
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二【書＝日∃　青巨馬

マンデラが国会で発言した10日29巨］、私は成田市の食堂で昼食を食べていた。ちょ

うどテレビでは国会中継を放送しており、画面にはマンデラが映っていた。が、話の

内容は、ANCへの資金援助が強く押し出され、桂済制裁についてのつつこんだ話は

出なかった。食堂に居合せたトラックの運転手は「湾岸危機でカネを出したばかりな

のに、また、カネか」といやな度。アパルトヘイトについて関心をもたないほとんど

の日本人も似たような印象を持ったのではないだろうか。私自身もがっかりした。

ANC東豪事務局はなぜマンデラに経済制裁を十分に説明させないまま送り出した

のか？　納得のいかなかった私はANC東京事預局に電話で話をきいた。すると「経

済制裁について発言してます」との答え。10月3D］に「日本記者クラブと経団連で発

言した」という。だか、記者会見では、日本に対する“経済制裁の要請一　については

語っていない。

ANCの電話口に出た担当者も「日本記者クラブでの経済制裁に関する発言は、マ

ンデラからその話が出ず、記者のほうから経済制裁についてしゃべってくれと質問し

たもので、マンデラが積極的に発言したものではない。」と認めている。

また、経団連との会合で発言について、経団連の担当者に尋ねてみたが、経済制裁

に関する話はでなかったと記憶している」とANC事務局の発言を否定した。ちなみ

に、マンデラ氏との会談を掲載した同団体の広報誌を送ってもらったが、それにも経

済制裁に関する話はでていない。

渋谷の野音でも経済制裁の話はでなかった。

結果的に、『マンデラはカネがほしいだけだ』という田中康夫氏の記事に、説得力

を与えてしまう。経済制裁についての話がでなかったことは、今後、日本での反アパ

ルトヘイト運動をすすめていくものにとってマイナスになるだろう。

ANCはその責任をどう考えているのだろうか？　なぜ、経済制裁の要請を言わせ

なかったのだろうか？　はっきりした答えが欲しい。



朗■　アンチ・アパルトヘイト・ニュースレター　　　　　　　　　1991年2月1日発行　案三種郵便物認可

■■ ☆3月24日（日）一午後1時半より大集会 の予完≡！場所もま千駄ヶ谷区民会館です。 詳細乙ま本誌3月号でお矢口らせします○ 草の根でしっカユりと三重帯する反アノヾルト ヘイト運動をめざして、新たな－歩を踏 み出しノましノよう〇 　一　■ 

◆毎週火曜日はアフリカ行動委員会の完≡例ミ－ティ　ニ／＝グの日です。 

夜7時過ぎから0場所はJRもしくは地下鉄日比谷線恵比寿駅から徒歩数分の行動委 

旦会事務所。道順は電話で問い合わせてください。雑談だけでもどうぞ。 
▼中・高校生中心の元気いっぱいなグループSAFESECTIONの定例 

鼻「南アフリカへ手紙を出す会」2月例会2月2　3日（土）午後6時半～ 

文京区婦人センター（舎3814－6159）地下鉄丸の内線本郷三丁目下車5分です 

◆『ニュースレター』に対するご意見、投稿、購読料についてのお問い合わせ等は編 

集部あてにお願いします。恵比寿の事務所経由だといくらか時間のかかる場合があり 

〒343　埼玉県越谷市上聞久里1051－2　三井千間台ハイツ716　です。 

・読者の皆さん・どうもありがとう！毎日のように継続購読料やカンパが届いてい 

ます。まだまだ赤字は消えませんが、とりあえず4月号までの発行資金は確保できま 

した。まだ継続料をお送りになっていない皆さん、また、今月号で誌代切れになった 

皆さん、どうぞいますぐ同封の払い込み用紙でご送金ください。・読者のKさんから 

「ブームの有無にかかわらず、期待も絶望もせず、したがって焦らず諦めず、なすベ 

きことと信じることをやりましょう。」というメッセージをいただきました。同熟 
◆タンザニア在住の金山さんが一時帰国中です。またジンバブエと南アに行っていた 

松島さんが帰国しました。言いたいことがイッパイのお二人。来月号に執筆予瓦ま 

た、楠原彰氏が第三世界への熱い思いを込めて文章を執筆中です。来月号に掲載！。 

くぼたのぞみさんも南アの文学、文化に焦点をしぼって問題提起の論文執筆恥 

発行　アフリカ行動委員会JAR姐巨財汀IAPART旺IDCO皿Ⅰ¶芯，T。ky。缶03－3443－9775 
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