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南アフリカ訪問記　PART　2
1991年4月24日～5月19日

芦巨LU直子
ANC東京事務所

プロジェクトコーディネーター

◆黒人居住区にあるホステル

不毛なホームランドでは、収入の手段もないため、鉱山や都市に単身で働きにくる男性

がホステルと呼ばれる単身用宿舎に住みます。一部島に10人あるいはそれ以上が吉古め込

まれ、狭いベッドしか自分の空間がない非人間的な環境で暮らさなければならないのです

が、ソウェトにもそういったホステルがたくさんあります。でも、ホステルの住民と地域

の住民の間で抗争事件が起るということはこれまでにはなかったのです。昨年の2月にA

NCが合法化され、インカタのメンバーがナタールから大挙してソウェトおよびそジョハ

ネスバーグ周辺のその他の黒人居住区にあるホステルに移動してきた後に起ってきた間鴇

です。この1年の間にホステルがインカタの拠点となって、ホステルから回りの居住区を

♯撃するということが始まったわけです。非常に不可層なことは、ホステルから何百人、

多いときには千人ものインカタのメンバーが襲撃に行くのに、警察はそれを阻止すること

はしませんし、♯撃している間も警察はそこにいるのに止めません。ホステルから5キロ、

10キロと離れた地域に移勤し、襲撃することもあるのですが、ヒポと呼ばれている警察

の装甲車がインカタを先導し、またインカタがそこから降りてきたという目撃もたくさん

あります。警察がこのインカタの暴力を停止するのではなく、インカタの攻撃を知ってい

るのにそれを止めようとしない。またこれだけたくさんの人が殺されているのにインカタ

のメンバーは逮捕されていないという状況です。

滞在中に警察がインカタのメンバーに「マンデラを殺したいのならば今日中に二段せよ」

と話している場面がテレビでスクープされ、その後ANCの要許で、インカタのホステル

から式署を押収したのですが、「伝統的」武器に加え、大量のAK47などの鏡が見つか

りました．警察とインカタのメンバーが談笑している、笑いながら握手をしているという

のが日常の光景です。

社会調査地域研究所の調査によると、昨年7月22日から今年5月1日の間に338件

の暴力事件があり、1805人が殺されています。－月平均で194人です。その内、6

6％がインカタ、18％が南ア軍・警察、3％がビジランテによって引き起こされており、

警察およびその第三勢力であるこれら3つの合計は87％になります。インカタの使った

武器は62％が鋏、22％が槍や斧という「伝統的」武器です。また、列車を襲撃するケ
ースも多く、この間で22件起っています。

5月1日のメーデー後の1週間で152人が殺害され、5月12日の早朝4時にはカギ

ソ地区に900人のインカタメンバーが8キロ以上離れたホステルから襲撃に来ました。

28人を殺害、450戸以上の家を壊し、家の中の物も全部奪っています．カギソ地区で

はこの前日に外出禁止令が出ており、警察はこの襲撃を知っていたと考えられます。イン

カタは襲撃に行く前には必ず大きな集会や酒盛りをして、一種の興鬱状態の中で集団で人

を殺します。戦争と同じような心理状態になるのだと患います。

南ア政府軍の元長官、ニコ・パソン氏は、「黒人には国を統治できない印象を国庶社会

に与える」ための南ア政府の策動があることを証言しています。南ア軍・書祭によるイン
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カタへの武野の供給や軍事訓練、ナミビアの独立後に南アに戻っている軍隊「KOEVO

ET（クフット）」、モザンビークの反政府ゲリラ「RENAMO（レナモ）」，南ア秘

密警秦の暗殺部隊の関わりも証言されています。

◆カングワネ、レポア、ガザンクール

南アの北東部、モザンビーク、ジンバブエ、スワジランドに近い東トランスバールのカ

ングワネ、レボア、ガザンクールのホームランドはボプタツワナのような弾圧はありませ

んが、南ア政府に支援されてきたモザンビークの反政府ゲリラ、RENAMO（レナモ）

が南アに入る通過点であり、ビジランテ（自警団）による暗殺が多い地域です。また、貧

しいホームランドの若者が南ア革・書祭にリクルートされていて、モザンビークとの臼場

にある広大なクルーガーランド国立公園の一角は軍事訓練の重要な拠点でもあります。

5月7日、ジョハネスバーケからバスで約5時間かかって東トランスバールで一番大き

な町、ネルスブルートに到着すると、昨年日本に来月した、ントンビ・ショッペさんとA

NCのメンバーが迎えてくれました。ントンビは、現在ANC東ンスバール支部の副委員

長で、ANC女性同盟東トランスバール支部の委員長です。翌日の8日はANC女性同盟

が暴力閲歴の解決を政府に要求する統一行動日だったので、事務所でも女性たちが徹夜で

準備をしていました。東トランスバール地区は広大で農村地域のため、交通網もなく、各

地を組織するために夜中まで辛で各地域を回っています。今臥　車で各地を案内してくれ

たジョー・ショパングさんも夜の9時まで、500キロ以上運転して、一日中私たちを案

内してくれた後、また、200キロ離れた村までANCのメンバーに会いにいくのです。

次の日の朝、全然寝ないでまた私たちを迎えに来てくれるので、「経ないで大丈夫か」と

聞くと、「3日間までなら徹夜できる」と言われ、私は言葉を失いました。彼は、石炭鉱

山で働く鉱山労働者でしたが、鉱山労働組合（NUM）の活動のために解雇され、現在失

業中でANCの活動に関わっています。現在も3つの鉱山会社に就職の希望を出していま

すが、「どこも人員を削減しているので、職に付くのはとても難しいJと言っていました．

毎朝2時間ジョギングするのが日課なのに、ジョギングに履く靴が底が破れてしまい、新

しい靴を買うお金がないためにジョギングをお休み中で、「ジョギングができないので体

調が悪い」と本当にかぜをひいてしまい苦しそうでした。彼は東トランスバール女性連合

の活動を一番助けている男性でもあります。

4月初め、ントンビとジョーが夜中に農村の家を回っていた時に悪の外からビジランテ

の発砲を受け、暗殺されそうになったそうです。数センチの違いで命拾いしたのですが、

ビジランテは警察により逮捕されたのに、2日後には釈放されたということです。

カンケワネホームランド

の子供たち
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東トランスバールはオレンジ農園などの白人農場主が多く、南アでも最も保守的な地域

ですカ㍉　90年3月に黒人による大規模な消費者ボイコットが成功して以来、白人側もA

NCの活動を認めるようになっています，消費者ボイコットや在宅ストは南アの人々が常

に非暴力の抵抗運動として使う手段で、黒人の消費者ボイコットは白人商店に大きな打撃

を与えるのです。

5月8日、私たちがモザンビークの国境までホームランドを回り、夜10時すぎにント

ンビの家に戻ってくると、子供たちが「お母さんが帰ってこない」と言います。警察に抗

議行動に行って拘留されたのでしょうが、ントンビの家には電話もないので諾かめること

もできません。次の日、やはり警察に拘留されていることがわかったのですが、私たちは

予定していた東トランスバール女性連合が食橙生産プロジェクトを始めようとしている土

地を見にいくために、レポアとガザンクールのホームランドに行きました。また、往復4

00キロの道程です。途中、レボアで黒人が技術を身につけるためにとタイプとコンピュ
ーターを習得するための学校をつくり60人の生徒を教えているントンビのお姉さん、シ

ラ・ショッペさんを訪ねると、ネルスブルートから戻ってきたところで、「昨日ントンビ

を含め、9人が逮捕され、今日その抗議に行った22人が逮捕された」と数えてくれまし

た。その夜、警察に拘留されているントンビたちに面会に行きましたが、勿論会わせても

らえません。全員がハンガーストライキをしているが元気だということだけがわかりまし

た。

翌日10日の朝、また警察に行くと「今日全員が釈放されるJ　という情報を得たのです

が、警察は「裁判の通知を裁判所ではなくt寮で行い、他の人は入れない」と言います。

また、抗議に行き、裁判所に全員を連れていくことを要求しました。その中に外国人であ

る私たちかいたことは、警察がジャーナリストだと勘違いしたこともあり圧力になったよ

うです。警察のとなりにある裁判所の法廷で待っていると、拘留されていた31人が大き

な声で歌い、踊りながらやってきました。3日ぶりの対面です。「6月26日の裁判に全

員が出廷する」ことを条件に釈放されました。ントンビたちの拘留を知ったネルソン・マ

ンデラさんがフロック法秩序大臣に釈放を求める電話をしたところ、「そんなはずはない。

逮捕者を出さないように各警察に育ってあるJということで、9日の夜に釈放通知が出さ

れたそうです。でも、8、9日の両日で全国で200人以上のANC女性同盟のメンバー

が拘留されていたのです。

釈放された女性たちはこの日に計画されていたANC青年同盟、女性同盟のデモに集ま
った6000人以上の仲間に迎えられ、拘留中の3日間ハンガーストライキをしていたと

は思えない元気な姿でデモの先頭に立っていた。
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カングワネ、レボア、ガザンクールのホームランドも生活は貧しく、男性の多くは出稼

ぎに出ているため、東トランスバール女性連合が中心になり自立プロジェクトを始めよう

としています。南アの黒人の非識字率は64％ですが、ホームランドの女性たちにおいて

は80％以上が非識字であり、識字、食性生産、託児所、ろうそく作り、縫製などを行っ

ていくことが計画されています．「アパルトヘイトと折ってきた女性たちが新しい国造り

に自信が持てるよう、経済的に自立できるプロジェクトを進めていくことが重要」という

ントンビの言葉のように、南ア各地でこのようなプロジェクトが始められています。今後

は、日本からも各地の自立プロジェクトを支援していく草の根の関係を深めていくことが

重要であると患います。

◆ホームランドの今後

今回、ボプタツワナ、カングワネ、レポア、ガザンクールの4つのホームランドを訪れ

ました。ホームランド制度はアパルトヘイト政策の目的である「分断統治」により少数の

白人の経清的、政治的支配を保証する究垣的な形態です．「土地法」により、人口の15

％の白人が87％の土地を所有し、13％の不毛な土地だけを黒人の土地としました。そ

して、1959年に制定されたrパンツー自治促進法」により、人口の大多数を占める黒

人を分断するために、その13％の土地を分割し、10の「部族」別の「ホームランド」

をつくったのです。ホームランドは白人政権の指名する「統治者」によって支配されてき

ました。インカタの議長、ガチヤ・プテレジは最大の民族グループであるズールー人のホ
ームランド、クワズールーの統治者でもあるのです。

土地を奪われ、低賃金労⇔者として白人農場や鉱山で働くしかない黒人の労働力により、

豊かな白人経済が築かれました。そして、黒人を「ホームランド」の住民として、南アの

市民権を奪うことにより選挙権をなくし、黒人の政治参加を否定してきたのです。

デクラーク大統領は、「人口登録法」r集団居住区法」「土地法」を6月30日をもっ

て廃止し、「アパルトヘイトの終結」を宣言しましたが、「土地法」が廃止されても土地

を奪われてきた人々に補償も返還もありません。政府が今年3月に出した「土地改革J案

では40万ヘクタールの国有地を農地として黒人に分配するとしていますが、これは土地

を奪われた400万人のわずか2％に土地を供給するだけのものです。また、日本の各新

聞は「アパルトヘイト法全廃」と一面トップで報道しましたが、「パンツー自治促進法」

は現在も残り、ホームランドが存在し横けているのです。

◆「不法」居住区とホームレスの人々

アパルトヘイト政策では、黒人のホームランド以外の土地所有を禁止してきましたが、

都市における黒人労働力が必要であるため、r集団居住法Jにより「人口登録法」で分類

した人種ごとの居住区を定め、黒人居住区に限り住むことを許可してきました．プール、

テニスコート付きの豊かな白人居住区に比べ、「マッチ箱の家」と呼ばれる粗末な家々の

並ぶ黒人居住区は、道路、電気、水道なども整備されていない地域が多いのです。黒人居

住区に一歩入ると、舗装された道から急にほこりだらけのでこぼこ道になります。また、

黒人居住区では電気代が白人居住区の3倍もするため、電気設備があってもろうそくしか

使えない家庭もあります。今年7月までの1年間、国連の研修生として日本で自動辛工学

を勉強している、テイモティ・マトパさんの家のあるプレトリアの黒人居住区、アレキサ

ンドラでは、1カ月50ランドだった電気代を、250ランド（約1万3千円）に値上げ

するというので、住民たちが電気ボイコットをしていました。1カ月の給料が600ラン

ドしかない黒人家庭にこの電気代は法外なものです。



岬蘭可
そして、黒人住宅の絶対的な不足のため、マッチ箱の家にも住めない、ホームレスの人

口が700万人にも昇っています。この住宅不足の原因の一つに民営化の閤顔があります

白人教権は黒人を含む新政府に政権が移行する前に、国家財産を売却してしまう政策を取

っており、鉄道、郵便なども民営化が進められています。土地についても、都市周辺の国

有地を民間企業に売却し、民間企業が建亮住宅として販売を始めていますが、このような

住宅は一部の黒人が長期ローンで購入できるだけです．家を隋人でせないホームレスの人

々は「不法」居住区に拾ってきたトタンでバラックを建てて住むしかないのです。

私は、J AACも支援している、ホームレスの人々のために活動するOMHLE（オム

シェ）のリーダーたちといくつかの「不法J　居住区を訪れました。3千戸以上がひしめく

中に一個の水道しかなく、水を汲みにくる人々の長い行列が続きます。朝晩の食事の支度

と冬には暖房としても使われる石炭の煙で空気はどんよりより、下水道もなく、トイレも

住民がお金を出しあって民間会社から借りる仮設トイレが少しあるだけなので、汚物の混

じった悪臭がたちこめています。

OMHLEの活動で、トイレ・水道の設置を政府に要求しています。写真のスクオツタ
ーキャンプでは4千戸にこの1つの水道しかありませんでしたが、10の水道と地方自治

体が責任を持って管理するトイレが新設されました。

「集団居住舐Jがなくなっても政府が黒人の住宅閉経に着手し、貸金の平等が保証され

ない限り、ホームレスの人々の行き場はないのです。

5月11日の早朝には、西トランスバールのフェンダースドープ地区で蟄制移住先のホ
ームランドから戻り、バラックを建てて住んでいた500家族が武装した白人右翼組織A

WB（アフリカーナー抵抗運動）の攻撃を受け、家を堵されました。この日は、この地区

で初めてのOMHLEの集会が行われる予定の日だったのです．集会は予定通り行われ、

この暴力に抗議する3日間の在宅ストと1カ月の消費者ボイコットが決試されました。こ

の在宅ストと消費者ボイコットは成功しましたが、地域行政省は50人の黒人公務員全点

を解雇し、AW8のメンバー50人を採用しました。また、フェンダースドープに戻って

きた人々は裁判により立ち退きを命じられ、現在上告中です。

◆政治囚のハンガーストライキ

昨年8月の南ア政府とANCの予備交渉で、政府はすべての政治囚を釈放することを約

束しました。しかし、昨年末の時点で2300人以上の政治因が投獄されたままであった

ため、ANCは4月30日を期限として政治囚釈放を再度要求してきました，
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4月にはこの期限を前に、700人の政治凶が釈放されましたが、この数は1990年

2月から91年3月の13カ月間に釈放された政治因の数を大きく上回るものです。しか

し、4月30日を過ぎても1300人以上の政治囚が残され、5月1日から全国11カ所

の刑務所の300人に及ぶ政治囚がハンガーストライキに入りました。3週間が過ぎた5

月22日で129人、5週間が過ぎた6月5日で40人がハンガーストライキを続けてい

ました。政治囚たちは彼らが主張できる唯一の手段であるハンガーストライキを通し、南

アの人々および国際社会に対して政府への釈放要求を強めるよう訴えています。

全員が非常に衰弱し、吐血や意識不明に牌いる者も出る中、ハンガーストライキを行な
っている政治凶に対して、死体置場である冷蔵室に閉じこめたり、手足を縛るなどの非人

道的な扱いがあり、国際的にも非難がおこりました。衰弱し、病院に入院している政治因

がベッドに親で縛られていることは、医師が囚人に対する拷問や非人道的な扱いに関わる

ことを禁止した東京宣言（1975年に東京で開催された世界医師会議にて採択）に反す

るとして、人権委員会は鎖を外すよう病院蘭に要求しました。国違反アパルトヘイト委員

会も5月21日に声明を出し、速やかにすべての政治囚を釈放することを南ア政府に要求

すると同時に国際社会に対し連帯・支援を呼び掛けました。

これら政治因の釈放を求めるデモ、遅滞の断食が南ア各地で行なわれていますが、政府

はデモ参加者に対し、催涙ガスを使うなどして弾圧し、5月中だけでのベ1000人以上

が逮捕・拘留されました。

日本からもこの政治因のハンガーストライキに遵許し、政治囚の即時釈放を要求する意

見広告を南アの新開、「ニュー・アフリカンJ「サウス」に掲載しました。多くの皆様に

ご協力いただいたことに感謝いたします。

◆一人一票制の実現

アパルトヘイト政策により、人口の75％を占める黒人は選挙権もなく、政治への参加

を否定されてきました。≡人種別議会樹により、白人、インド人、カラード議会が国会を

形成してきましたが、実質的に決定権を持つのは白人議会のみです。すべての国民を白人、

インド人、カラード、黒人のいずれかに分類してきたのが人口登録法であり、三人種別議

会は人口登録法のもとで合法的であったはずです。しかし、人口登録法が廃止されても、

三人種別議会が存続し、白人だけの国民党政権体制が続いているのです。

この体制が続くということは、新憲法は白人議会を通過しなければ成立しないし、「一

人一頭制」が実現して黒人に選挙権が与えられも、デクラーク大統領の言うような白人の

決定権が優位な形で残る人種別議会が残されるならば、平等な政治参加は実現しません。
ANCなどの反アパルトヘイト勢力は、新憲法設立の過程に黒人も平等に参加するため

に、暫定政府、制憲議会の設立を要求しています。

このような過程を進めていくための話し合いの場として全政党会議が進められていくべ

きですが、一方で暴力問題が残り、毎月200人もの黒人が殺される現状が歳く中では、

黒人たちの信頼を得ることはできないのです。また、デクラーク大統領がこの過程のイニ

シアティブを取るのではなく、宗教界、財界など中立的な立場にある人々・団体が中心に

なり、話し合いを進めていくことが重要です。この意味で、6月22日に教会関係者、財

界人主催の暴力問題会議が開催され、暴力開腹解決に向け、政府、政党、団体が集まり、

政府、ANC、インカタの三者の代表による合同委員会が設置されたことは大きな進展で

す。今後8月には、同じような形で宗教界、財界の呼び掛けで、平和と暴力問題に陶する

会議が行なわれ、現在交渉の障害となっている政治囚釈放、暴力問題についての解決をは

かり、全政党会議の実現へと進めていく予定です。

終わり
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南ア経済制裁早期解除反対！
経団連もこ抗議行動　　　　　　　　田中　啓正

6月21臥経団連ビル前で「対南ア経済制裁解除」に反対する抗議行動を行なった。

6月17E】、デクラーク大統領が議会で「人口登録法」を含む人種差別基幹法を6月末に

失効するという声明を出したことによって「アパルトヘイトは終った」という風潮の中で

の行動である。しかし、ANC（アフリカ民族会議）議長のマンデラ氏は、「真に黒人の

生活に実質的な変化が訪れるまで制裁解除は時期尚早である」と述べている。それにもか

かわらず日本の政・財界は、世界の動向を見ながらとしながらも、対南ア経済制裁解除と

いう考えをこの時期に示し始めている。経団連はすでに4月、山口保東京銀行副頭取を団

長に、十社の部長クラスからなる視察団を南アに派遣し、「ポスト・アパルトヘイト」を

にらんだ動きを活発化させている。そのような動きに対して私達は、先のような抗議行動

をし、翌週の6月26日（奇しくもこの日は南アではアンチアパルトヘイトフリーダムデ
ーである）に経団連に対して会見を申し入れた。そこで、経団連として、経済制裁に関し

ては、「日本が早期に解除する気は毛頭なく、国際的コンセンサスを見極め、欧米横並

び、もしくは欧米が解除した後になるぐらいが望ましいと考えている。と同時に欧米が解

除しても日本だけが解除しないというのも国際的にみておかしいので遅れないでほしいと

いう要望も出している」と語った。これは従来通りの考えだが、ここでも日本の経済界

は、当の南アの黒人達の声を聴くのでもなく、欧米の動向のみを気にしているだけなので

ある。また、アパルトヘイト後の新生南アに進出する際には、日本が模範としている欧米

企業並に、黒人の雇用、賃金などを保障する「行動綱領」を作るべきではないかと軋した

のに対し「そのようなものを作っても日本企業に守らせる程の権限はないし、個々の企業

が従ってくれるかどうか分からない。また、もしそのような行動綱領をつくるとしても、

それは制裁解除後に考えることである」と語った。

それでは、「経済制裁解除後」といいながらも解除されていない4月に視察団を送るこ

とはなんなのか、制裁解除は欧米の次と言いながら、その時のために手を打っておこうと

いう日本企業一流のやり方は何なのか。制裁も解除も欧米を真似るやり方をするのに、

「行動綱領」は作らないというのは何故なのか。矛盾だらけではないか。名誉白人を日本

自らの意志で返上できないうちに、法的終結の局面を迎えてしまった今、黒人の声を聴

き∴経済制裁に関して欧米に働きかける道こそせめてもの罪滅ぼしではないか。

7月。2日から5日間にわたり、ANCは全国大会を開いた。そこで制裁解除に向けた

具休策が打ち出された。大会決議によると解除へは三段階を踏んで実行されるべきだと考

えられている。

（》政治犯の釈放、亡命帰国者の無条件承認

（診現政権に代わる暫定政権の樹立

③全人種参政権獲得後の国会選挙の実施

この（∋（諺の段階に到達するまでは今後さらに数年を要するといわれる。それを見届けた

うえで経済制裁解除を打ち出すのでなければ、今までの制裁が無駄になってしまうだろ

う。アパルトヘイトはまだ終ってはいないのである。経済制裁は時期尚早だ！
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アフ　リカ李手動委員会
（JAPAN ANTI．APARTHEID COMYEITTEE，二TOKYO）

東京都渋谷区恵比寿4－5－23－306
TEL：03－3443－9775

（世話人　　田中　啓正）

経済団体連合会　御中

要望書

6月17日、南アフリカ国会で、最後の根幹法といわれていたr人種登録法」の廃止が

宜書され、マスコミも一斉にアパルトヘイト終結と報じています。

しかし、法制化されてからだけでも43年、白人が南アフリカに人格してから300年

間という確聞をかけて作られたアパル・トヘイトの実態は、何も変わっていません。最も肝

心な土地問題に関しては、白人政権は過去強制移住させられた黒人に謝罪・補償もしない

どころか、r混乱、紛争を招くから」という理由で再分記を拒否しています。民主勢力を

逮捕・拘禁し、軍・警察に強権発動を可能にする国内治安法はまだ残っています。一人一

票制もまだ実現されていません。
そういった申、4月下旬から南アフリカを視察に行った貴団体ミッションは、一部黒人

の経済制裁見直しの声を利用して、対南ア経済制裁解除の圧力を政府にかけています。私

たちは、日本と南アの関係はとても深いと考えています。特に1987年、日本は対南ア

貿易館が世界第－1立となり、その後も実質上、その「地位J　は揺らぎませんでした。

現在のアパルトヘイト改革は、南ア黒人の運動はもちろん、世界の反アパルトヘイト連

動、特に経済制裁が効果を示してきたことは自明のことです。その意味で、アパルトヘイ

ト政策に対し、「名誉白人の」称号を与えられるまま断固とした態度をとらなかった日本

の財界・政府の責任は大きいものと患われます。
一方で、南ア黒人に最も支持されているANC（アフリカ民族会議）副議長、ネルソン

・マンデラ氏は、真に黒人の生活に実質的な変化が訪れるまで制裁解除は時期早尚との声

明を出しました。
ミッション句団長であった東京銀行の山口氏は、r改革」を進める「ヂクラーク大統領」

を支援しようと言っていますが、アパルトヘイトの犠牲者の声より、白人政権の声が大切

とも聞こえるこの見解には、賛同救しかねます。

また私たちは、日本企業が新生南アに進出するに当たり、これまでのように無慮舶な御

清適求ではなく、欧米が作ったようなr行動綱領」を作るべきだと考えています。過去の

日本一南アの関係を考えたとき、こういったものなしに真に南アとの友好な関係は築かれ

ないと思っております。

以上、要望赦します。
アフリカ行動委員会
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♂♂雛♂乃二～7
－関西の友と共もこ－　　久保田Jll頁哉

ANCが4月30日を期限として全政治囚の釈放を要求したのに対し南ア政府

が約束を守らず、それに抗議する政治囚たちがノ＼ンストを始めた。しかし、ハン

スト政治凶に対する弾圧はひどく、死体置場である冷蔵室に閉じ込められたり非

人間的な扱いを受けている。政治囚と連帯しハンストを決行した学生（アパルト

ヘイト反対関西学生会議有志）10人のうち8人がいらだちを押えきれず東京に

やってきた。彼らは、今年4月末の経団連南ア視察団に同行した企業などを射程

に入れ抗議行動を行った。経団連平岩外四会長は南ア視察団を派遣し、「南アの

現状は、人種間題の心配がないほど改善されていることが分かった」などとのた

まい、5月8巨］正副会長会議で政府に対し対南ア制裁解除を要望することを決め

た。諸悪の根源経団連および金魚のフンのごとく同行した企業のエライ人は、い

ったい南アのどこで何を見てきたのか？　是非聞きたい。本誌6月号および7月

号に連載された津山直子さんの南ア訪問記とは対照的見解であり笑止を禁じ得な

い。

さて、彼らと私は17日の夕方、内閣の総務課と日産へ抗議に行った帰りAN

C東京事務所に集まっているところへ私が顔を出し、“出会った”。その後、ジ

ェリー・マツイーラ氏（ANC駐日代表）の家に遊びに行き、その日の疲れを吹

き飛ばすように楽しく語り大いに飲み、明日に備えた。18日の抗議行動は、午

前中経団連・日商岩井でANCボランティアスタッフ澤野井氏が連帯行動したそ

うである。経団連では、まさか今ど善の怒る事を忘れた学生連が抗議に来るとは

思わなかったらしく、乾いていたらしい。「そう、あんた方の好き勝手な事はさ

せない。ちゃんと監視している人がいるんだ」ということを知らしめただけでも

効果大だと思う。午後は、南ア総領事館と丸紅で私も参加させてもらった。南ア

総領事館でのやりとりがおもしろかったので、その一部を買いてみたい。

（Q）国内治安法撤廃について

（A）黒人間の摩擦を鎮静しなければならないから、すぐに撤廃はできない。不

測の事態に対応できないし、ANCも一定の法律がないと維持できないと言って

いる。

（Q）ハンスト囚に対する弾圧について
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（A）そんな事はまったくない。ニュースソースはどこだ。政府側からそんな見

解はまったく発表されていない。

（Q）政治亡命者が帰国する際、生命の危機にさらされる恐れのあることについ

て。

（A）マンデラ氏も釈放されたが無事でいるのだから、帰国者も生命の危機にさ

らされることはない。（無茶苦茶な論理ですよね）

（Q）アパルトヘイト根幹法撤廃について

（A）生まれたとき既に体制としてアパルトヘイトはあった。それがいよいよ無

くなると思うととても嬉しい。（いかにも今まで自分がアパルトヘイト下での黒

人の状態に心を痛めてきたようだが、実際は国際的批判に心を痛め、今実績を残

せる法律の撤廃が実現するのでとても嬉しいのだろう）。アパルトヘイトが無く

なりとても嬉しいので、その記念に下北沢で一杯やるので一緒に行きませんか？

（誰が行くものかと中田氏は言った）

（A）…南ア総領事鯖副俵事　M．Gアッパム

T．Nファータ

結局、両者のすれ違いで終ってしまった。誌面の都合ですべてのやりとりを記

載することができず割愛させてもらったが、知りたい人は久保田まで問い合わせ

てほしい。

今後も関西の学生は継続的に抗議行動を続けていくらしく、私も同じ学生とし

て負けてはいられない。彼らと信頼関係を築き上げながら連帯行動を、願わくば

全国規模の連絡会議を作り、反アパルトヘイト運動を続けたい。ただ、自分を追

い詰めてしまうような運動ではなく、運動することによってより豊かな人間とな

れる運動を模索していきたい。われらの闘争は生の拡充だと大杉栄は言った。ア

パルトヘイトはまだ終っていない。今こそ、ねぼってやっていく必要があると思

う。

A L U T A C O NTI NU A！
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段ボ－ル糸氏の教室で学ぶこことさもたち

逆境に直面する中での学ぶことへの粘り強い決意、それはヨハネスブルグの南30kmに

あるスクォックーキャンプの学校での戦いの精神である。これはの多くのタウンシップの学

校を取り巻く不安定な空気とは全く対照的である。
今週、ピェット・クレース教育・文化大臣は、5つの白人教育大学を閉鎖すると発表し

た。しかしウィラーズ・ファームでは、もはや使用されていない農場の掘立′ト屋で、4人の

若い先生たちが520人とも見積られている環境に恵まれないキャンプの子供たちに無報酬
で命がけの初等教育をしている。

全くの荒れ地のど真申に、豚小屋や馬小屋を修繕した唯一の教室が立っている。その教室
は、木の柱に支えられたタンボール紙とトタンでできている。教室の中では、4年生から
7年生までの高学年の子供たちが、今にもこわれそうな机で寄贈された文房具を使って熱心

に勉強をしている。少なくとも50人の低学年の子供たちは、椅子を外へ持ち出して、冬の

早朝の寒空の下でプルプル震えながら彼らの授業が始まるのを待っている。多くの子供たち

は何らかの制服を着ている。制服は両親にとってなかなか手に入れることができない贅沢品

だ。

21歳のラエティティア・マアウさん、彼女は8年生を修了して独学で先生になった人だ

が、彼女に話を聞いた。彼女や彼女の同僚は、教科書をもらったり、借りたりしていた。も

ちろん子供たちは教科書を持っていない。45分単位の授業を交代制でやりくりして、生徒

たちに平等に目を配ろうとしながら、数学から農業までの一連の教科を習得させようと努力

していた。

「私たちは本当に苦しんでいます。しかし私たちは何とかしてこの苦しみに打ち勝つで

しょう。」とマアウさんは語った。　「私たち（教師）は、教会からときどきもらう月

250ランドを除いて、全く給料をもっていません。」　もうひとりの先生であり、又最近

つくられたPTSAの会長であるランデル・ムジェンプ氏は大学出の正式な免状を持ってい

るが、彼とてまた同じ待遇を受けている仲間のひとりである。ウィラーズ・ファームの住民
のうち、1〔デ年生まで修了している人はわずか2％に満たない。「そうした人たちはより

良い仕事を求めて逃げ去ってしまう。」「私たちは全力を尽くして子供立ちに私たちの知識
を伝えていこうとしているのです。」ムジェンプ氏は語った。

1988年の終わりにTPA（トランスバール地方政府）が、前の学校や（それはゾゾ・

スクールと呼ばれていた。）診療所、等を壊した6カ月後に、ウィラーズ・ファームの住民
によって今の学校が建てられた。TPAは、スクォックーたちをオレンジファームへ強制的

に一掃することを望んでいた。ウイラーズ・ファームは農業のための区域であって、人が住

むためのものではないとTPAは言っている。

しかしそこに住む11，000強の住民は動くことを拒否した。彼ら住民は、今や12年

間もそこに住んでいてしかも3年間TPAに賃貸料を支払っている。‥・彼らが言うには
その賃貸料は1620万ランドにもなる・・・
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昨年、コミュニティは1ランドまたは2ランドを出し合い、学びの場を復興させるために

必要な600ランドを積み立てることを決定した。学校というのは永住することの象徴であ

り、居住を許可されるという希望の象徴である。しかし居住についての国家政策のため、

教育・訓練省はその学校に全く教材等を供給しなかった。試験は内部的なもので、成績表等
はコピーされ、子供たちがここを出て公立学校へ入れるかどうかは校長の判断に任されてい

る。

しかし、神様も完全に狂っているわけではない。1月には、コミュニティは支援ドナーの

好意により、セメントやモルタルのための基金をつくった。5つの教室と図書室が計画され
た。しかし、資金は底を尽いてしまった。

けれどもこのプロジェクトは汗と血と無報酬で築かれつつある。ちょうど2カ月を通し

て、3人の住民が2つの教室をつくった。計画は水不足のため遅々として進まない。水不足
が危機に達したとき、女性たちが半キロ離れたところから水をバケツで運んでくれた。　と

建設者であるベトラス・モトバナ氏は語る。「政府は聖書の100万ランドもの金を寄付し
ている。しかし、人々は読むことさえできないのだ。」　ウィラーズ・ファームを手伝って

いる医者のムサ氏は言う。

政府が都市部の周辺に居住する権利を認めないならば、南アフリカの700万ものホーム
レスの人々の将来は暗いものとなるだろう。「これらホームレスの人々の就学の問題は、単

に一時的な緊急処理としては処置できない。これは総合的な教育計画の一環として形作られ

る必要がある。」批・ban FouldatlOn　のアンドリース・ラテガン氏は言った。

教育・訓練省は新聞発表前にコメントをすることはできなかったが、しかしスクオッタ一
地域に充分な教育を与えるために、今年政策をつくることを約束した。

ThkidsⅥholeamin

Cardhoardclassrooms

OUT椚¶忙COLD．Y01m！Pr仰山廿愴WsRmさ¢h叩】刷d■＄SeきIn廿け○阿■raS
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∫〟〃〃rγ′♂〝報告

二大こ西　左奈枝

5　月　2　5　E】の集ま　り　で一一一

この日、「教室の戦士たち」というビデオを見ました。随分前にテレビで放映され

たものなので知っている人も多いと思います。これは、16才の白人と黒人の女の子

がそれぞれに感じた南アを映像化したドキュメンタリーです。

このビデオはとても良い勉強になったと思います。ビデオを見て、私は白人と黒人

の考え方の違いに改めて感じてしまいました。この時、みんなで話題にしたのが｝白

人は黒人の実状を何も知らない”ということ。でも、よく考えてみると私たちも同じ

なのかも＝・。例えば、部落差別問題。結局、私たちも白人と同じなのかな、なんてち

ょっとだけ思いました。まあ、そんなことをみんなで話し合ったわけです。

6　月　1　5　日の集ま　り　で・一一

特別ゲストに、バングラテジュよりモハンさん、南アからティモシーさん（通称テ

ィム）を迎えて大討論会。ティムには自分の子供時代の様子や白人について、また、

日本についてetc．etc・・・たくさんの話を聞かせてもらいました。

この会で実際に南アの人と話すのは初めてだったので、とても勉強になったし、通

訳を通しての会話はもどかしかったけれど、すごく楽しかったです。ティムも言って

いたように、まさにエキサイティングな一日だったと思います。



ティムさんに学ぶ
日∃沢　麻弄り子

6月15日の「SAFE SectlOn」の集まりに、南アフリカのティムさん

とバングラデシュのモハンさんという二人のスペシャルゲストが来てくれましたdテ

ィムさんは、南アで教学の先生をやっているそうで、南アの学校のことや子供たちの

様子、自分の子供の頃の話などをとても熱心に話してくれました。

「私は、いつも生徒にどんどん質問しなさい、質問していろいろな事を知り自分の

ものにしていくのは良いことだ、といつも言っているんです。だから、あなた達もど

んどん質問してください。」と言ってくれました。だから、みんな・いろいろな事を

どんどん質問しました。すると、ティムさんは、次から次へととてもはっきり自分の

考えを話してくれたり答えてくれました。その中で、こんな話がありました。

授業中に、いきなり警察がやってきて銃を撃ち、生徒を何人か連れていってしまっ

たことがあったそうです。そのとき、「自分は何もすることができなかったdほんの

何十秒かの出来事だったが、その間に何度も戟おうと患った。しかし、やはりじっと

堪えた。あとで、生徒たちや連れていかれた子供の親たちから何で助けなかったの？

なんで戦わなかったの？などと言われたけれど、あの時、もしも私が戦ったら生徒

たちも戦ったろう、そうしたら犠牲者がもっと増えるし、私も捕まってしまう0そう

したら、教師がたった一人しかいない私の教科を子供達は勉強できなくなってしまう

だろう。私は、あれ以上犠牲になる子供が出ないようがんばったつもりだ。もし何か

を得るために戦うのなら死はこわくない。しかし、ただ授業をしているだけで何もし

ていないのに命を失うことはない、と答えた。でも、やはり、そのときはとてもつら

かった。」と言っていました。

今までそういう話を耳にしたときには、実際の様子が分からず身近に思えなかった

けれど、ティムさんからその話を聞いてとても身近な事に感じてきました0心がズキ

ズキし怒りと悲しさがこみ上げてきてしまいました。それでもティムさんは陽気な笑

顔と自分の考えをちゃんと持ち、とてもエネルギッシュな姿を見て・強いなあ、もの

すごい人だなあと思いました。

今回は、南アの人の話を実際に聞けたり、外国の人との交流ができて、ものすごく

貴重な素晴らしい体験のできた日だなとうれしくなりました0
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☆★☆S o ut h Af ri c an VoI C e S☆★☆

南アから送られてきた声（詩や物語など）を掲載するページです
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南アから送られてきた声（詩や物語など）を掲載するページです

ア　フ　リ　カ　の果しヽノヾ　ッ　ジ

ぼくが生まれたとき

かぐわしい野の花の香りと

たき火のにおいと

なべの料理のにおいがしていた

ぼくは　やがて

ぼくの肌の黒いバッジを

誇りとするようになった

ぼくがはじめて涙を流したのは

煙が日にしみた時

そして　小さな裸足に

トゲがささった時だった

ぼくは　今

小鳥の歌に耳を傾ける

ぼくは　今

明け方や夕方の美しさをみつめる

そしてぼくは　今

この黒いバッジをくれた土地を

アフリカの黒いバッジをくれた土地を

愛することを知っている

S t e p h e n s L
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☆★☆S outh Afrl Can VoI CeS☆★☆

S amu al B axan a

私は、アッドという白人とヨーロッパ系の人がやっている農業地区で、彼らのため

に毎日働いている委しい南ア黒人です。私は、ジョギングやものを書くこと、テニス

をしたりギターを弾くこと（まだ習いたてですが）、また歌を歌ったり（うまくはあ

りません）、テレビを見たり、冗談や意見を言い合ったり、歩いたりすることが好き

です。

5人家族で、私は末っ子です。私の父は、私が3カ月の時亡くなったので父のこと

は何も知りません。大好きだった母は農場で働きながら一人で私を育ててくれまし

た。母は子どもたちを食べさせるために、それは一生懸命働いたのです。実際のとこ

ろ黒人というのは、今までもそうであったように苦難のしわ寄せは子どもに行くので

す。母はめんどりがひよこを育てるように私たちのめんどうを良く見てくれました。

長く病気を患って1980年に亡くなりました。

母が亡くなってから、

私たちは親がないまま自

分たちでやってきました。

何という経験だったでし

ょう。それは大変なもの

でした。両親がいないと

家庭はたやすく崩れ憎み

合ってしまうものです。

誰も導いてはくれません。

幸いなことに私たちはお

互いになんとかうまくや

れました。－窮乏し■、争

い、飢えを経験しました

けれど一　最近になって

私たちは、何もなくても

お互いに手を取り合って

働き、仲良く平和にやっ

ていけるのだということ

に気がつきました。
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南アフリカに手紙を出す会

大勢の人たちが、アメリカやヨーロッパに胸をと

きめかせて行くように、私はアフリカを楽しむため

に二度旅行しました。アフリカには“アフリカの車

が体中に回ると、アフリカから錬れる事ができなく

なる■　という言葉があります。それだけアフリカは

強烈な魅力を放っている場所です。私の属りには、

アフリカから離れられなくなった人がいっぱい居ま

す。私もそうです。　しかし、反アパルトヘイトの

運動で知り合った人たちの中で、アフリカ比旅行す

る場所ではなく、飢餓や砂漠化やアパルトヘイトで

困っている人たちを助けるためにのみ、皆が出かけ

ていくのだと思っている人たちがいる琴を知って驚

きました。その人たちは、私がアフリカに旅行した

と話すと「あらっ、えらいわぬェ」と言います。
“ちびくろ・さんl≡r問題について調べに図書館

へ行った時、この問題に深い関心を持っている係の

女性は、‾この本を通して肌の色が逢うだけで人を

差別してはいけないという事を、子供達に知らせて

いかなくてはならない”と話してくれました。しか

し、“でもジャングルはやっぱり黒人ですよね。白

人には健康的に住むのは無理でしょう？－　と、その

女性は言うのです。はたしてジャングル＝黒人でし

ょうかワ

日∃手寸　幸子
■89年6月7日毎日新聞「記者の眼目紬で松村由

利子さんの｝さんl≡rに関する記事の中に「正直な

ところ黒人差別を日本で実感するのは難しいと感じ

ている。『サンボ』に対する黒人の思いに近づくに

は時間がかかるはずだ。それなのに、じっくり考え

る間も無く、日本の差別への薄い認識を非難したア

メリカに対する国際間題としてのみ対処されてしま

った気がする。－」と書いてあるのを読みました。
】ァバルトへイドや▲‘ちびくろ・さんl≡r問題

に関心を持つのなら、まず、私たちの一亡の中を「匿

じっくり覗いてみる必要があると思うのです。黒人

の人に話しかけられたら、電車で練り合わせになっ

たら、どんな態度を取るだろうか？黒人と聞いて

どんなイメージー言葉が反身拍勺に浮かんでくるだろ

うかり　心の動きを眼をそらさずじっと見詰めてみ

る。自分の心の中に差掛働払あったなら、それを認

める事で、逆にもっと身近かな気持で差別問題に取

り組めるようになるかもしれません。『サンボ』に

対する黒人の思いに近づく事ができるようになるか

もしれません。

「電車に乗ったら、I剰こいた人が私から体をそら

すようにしたの」と笑いながら誌していたウガンダ

の女性や、「黒人は人間ではない」と言った日本人

の男性を私は知っているのです。

“狩り囚にハガキを’’キャンペーン

今月は、☆敗㌧　Bangkhanya Petros　☆瞼・Mzwabantu Katsl katsl

の二人にノ＼ガキをお患いします。この二人は、3・5・6月号で紹介した人達と一緒に、彼等の仲間を殺し

たキラーボーイズと呼ばれるギャング5人を殺した容疑で1989年に死刑判決を受けました。

薫琴昭嘉ヨ南アフリカへ送ります。　　　　　　　　　　　き
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お知らせ
アフリカ行動委員会の集会でお馴染みの、門間さんがジュネーブに行くことになり

ました。

『無実の元プロボクサー袴田巌を救う会』ジュネーブ国連人権小委員会派遣団壮行会

虻77月23日（火）午後6時30分～　NCC会塵4F会議室　℡03－3202－6145

問い合わせ　℡0423－94－4127

販売のお知らせ
☆『南部アプ　リカ年幸艮』（88／89年版）1200円

いつもは送料別ですが、今回は特別に送料込みでお受けします。

B5版164頁にびっしりつまった貴重な記録は一読に価します。

☆ネルソニノマンデラ系会沌まカ三善（モノクロ写真6種）
ネルソンマンデラ歓迎泰員会作成のノ＼ガキです。

特価3　0　0円（送料別）で販売します。
☆ダリ－ティ　こノ二：デ　ー　フウ∴一一　ド（2枚組）

一組400円（送料別）です。残部僅少。お早目に。

上記のお申し込みは、アフリカ行動委旦会宛にお願いします。℡03－3443－9775

郵便振替＝｝「南アフリカ問題研究所」東京7－182710


