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ン′ ゲレザ夫妻を迎えて
－9月28～10月12日　　　札幌・広島・名古屋・東京一

＜松島多恵子＞

入国手続きで一時間以上足留めをくった二人が、到着ロビーに現れてきたのは午後10

時半過ぎ。「本当に乗っていたかどうか航空会社に確認しよう」「その辺でうろうろして

いるかもしれないからアナウンスしてもらおう」と気をもんでいた私と稲垣さんはやっと

一安心しました。ノーマさんは南アを出る直前まで来日のための休暇をためようと休日出

勤を重ねている状態でした。エリックさんに「元気だった？」と聞くと、返ってきたのは

「Very bad（非常にひどかった）」という返事。長旅もあって大分疲れていたようでした。

今回二人を日本に呼んだのには、いくつか目的があります。二度南アを訪問した私を初

め、東京のメンバー

など多くの日本人が

現地で大変なお世話

になりました。厳し

い生活条件の中時間

を惜しまず、私たち

が南アをより深く理

解するため、いろい

ろと手伝ってくれた

ことへの感謝の気持

ちがまずあったので

す。この二人との出′

→会いになしに、南ア

の草の根の人々とつ

ながる活動はありえ

ませんでした。ここ

何年かで芽生え始め

た、日本一南アの「

顔の見える関係」は

もっともっと広げて

いかなくてはなりま

せん。南アからの訪

問者はこのところま

すます増えてはいる

逗子の旅飴でくつろぐ刈ブタ＆ノマテンパン外ザ夫妻

ものの、招脾先がどこにしろ、大都市での交流会がいくつかあって終わってしまうのがつ

ねです。ですから二人には、東京だけでなく様々な地域で反アパルトヘイトに取り組む人

と出会ってほしいと思いました。その願いを彼らは十二分に理解していってくれました。

東京での講演ひとつを…売んで頂いても、それは皆さんに伝わるでしょう。

「今までの人生で、こんなに楽しく、ゆったりした時を過ごしたことはない」と二人は

言っていました。南アでは、疲れているからといって昼まで寝ていられるわけではありま

せん。朝晩を問わず電話がかかり、やれミーティングだ、殺人事件だといっては出かけて

いかねばなりません。その癖が抜けないのか、エリックさんは到着翌日の歓迎パーティー

で、誰も頼みもしないうちから南ア情勢を一気にしゃべり始めました。自分の家が襲撃さ

れたこと、出稼ぎ労働者専用ホステルの住民は、インカタの暴力から身を守るため、たと

えANCのメンバーであってもインカタのメンバー証をももっていること、（権威を持た

せるための呼び方、マンゴスッ・ガッチャと呼ばず）プチレジと呼び捨てにしただけで殺

された人が多数いること・・。生々しい話が次々とされました。

そしてまた、二人はあの画に戻っていってしまいました。「私たちはもう日本には乗れ

ないだろうから、日本の皆さんは、ぜひ南アを訪れてそして更に知ってほしい」という言

葉を残して　‥
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反ア／ヾルトヘイ　ト草の根運動の
リ　ーグ－；二一ゲレザ夫妻
日二本の秋を寺二子く

－同寺一手メ　モ　t

梅原彰

日本反アパルトヘイト委員会（JAAC）の招きで1991年9月2
8日、南アフリカのソエトから、エリック・ンゲレザさん（54才）と

ノマテンバ・ンゲレザ（54才）さんのこ夫婦がやってきた。

ちょうと半月間、日本各地でアパルトヘイトの現状を訴えたり、日本
の秋を堪能しなから傷んだ体を休めたりして、10月12日成田まで送
って行ったアフリカ行動委員会のメンバーたちと、目一杯別れの抱擁を

し合って、元気で南アフリカへ帰って行った。
二人はまた元のような信じられないほと多忙な暮らしに戻ったのだろ

うか。僕の知っている南アでの二人は、地域の人たちの信望が厚く、草
の根の反アパルトヘイト運動のリーダーとして、朝から晩まで東奔西走
の状態だった。インカタ自由党による武力襲撃が日常化しており、ソエ

トのドプソンビルにある二人の家も、来日直前に銃弾が撃ち込まれてい
た。

そんな緊張した南アから日本へ来てみたら、「デクラーク大統領の献

身的な改革の努力によって、アパルトヘイトはもう終わった」といった

世論ができあがっていて、二人は最初憤然とした面持ちだった。
さて、全体の詳しい報告は別のところでなされることと思うが、僕自

身がついて回った北海道と広島での様子を報告しておきたい。これはあ

くまでも僕の個人的な同行メモである

◆北海道－ここでは全面的に大野かおりさんのお世話になった。静か
な北海道で、まずは体と心を休めてもらうこと、これが北海道の旅の主

目的だった。新装なったばかりの豪華で静かな大野邸を全面的に開放し
てもらい、二人は大変リラックスしていた。エリックは大野邸の「モミ
モミ磯」が、ノーマは桧のお風呂が大変気に入ったようであった。そし

て二人とも巨大スクリーンに写るCNNの衛星放送を、「CNNは嫌い

だ」と言いながら、その割りにはよく見ていた。

少し体調を崩していたノーマはかおりさんの連れ合い（大野氏は心臓
外科の名医）の経営する北海道大野病院で診察を受け、検査をしたが、
幸いたいしたことはなかった。昼下りの静かな病院の喫茶室での二人の

会話。
「私たち、これまでこんな静かな、のんびりとした時を過こしたこと

はなかったわね」とノーマ。「そうだれソエトにいると二人とも朝か

ら晩まで出歩いていて、すれちがいぽっかりで…‥」とエリック。

北海道の二日目、日高のアイヌ村の二鳳谷へ大野さんの運転ででかけ
た。北海道の雄大な風景は、二人にトランスカイやシスカイの丘陵を思
い出させたようだ。途中で海（太平洋）が現れ、二人は子どものように

はしゃいでいた。海といえば、東京に戻ってから二人が二日間投宿した

和風の逗子の宿では、太平洋が部屋の目の前にあり、二人は最高にこ機
嫌だった。　ノーマをェリックのお嫁さんに貰うために、エリックのお

父さんがソエトからバスに乗ってはるか彼方のシスカイにあるノーマの



実家まで出掛けていったもんだと、問わず語りに二人は語ってくれたも
のだ。

二風谷のアイヌの資料館やチセ（小屋）では、「ああ私たちの村と同

じだ」と繰り返していた。沙流川（さるかわ）のダムの建設に反対して
いるアイヌの山道康子さんと出会い、夕食を御馳走になった。

山道さんの家には本州からたくさんの女の人や少年、少女が来ていて

、ゆっくり話し合う雰囲気ではなかったが、山道さんの「アイヌも日本

人も一緒になって団結して関わないとタメだ」という話に、二人は黒人
も白人もアジア人も一緒になって闘っているANCの反アパルトヘイト

運動の例をあげて同意していた。

北海道最後の夜、大野邸にアムネスティのグループを中心に15人ほ
ど人たちが、御馳走持参で集まってきた。そこでエリックの初めて演説

を聞いた。体中に話したいこと、話さなければならないことが山ほどつ
まっているようで、それでいてなかなか言葉にならず、見ていて心が痛
んだ。ホームレスの人々と「OMHLE」の活動の事なとを話した。ア
パルトヘイトは何も変わってい製、とエリックは繰り返し叫んだ。

◆　10月4日朝、エリックと僕は広島へ向い、ノーマは名古屋へ向
かった。広島では平和公匿、原爆資料館、原爆ドーム、広島城などを訪
ね、広島アフリカ講座実行委員会（J AAC・HIROSHIMA）の

メンハーと交流し、6日にはYMCAで実行委員会主催の講演会をもっ

た。また、ハプニングのような形で広島の高校生グループと出会い、原

爆ドームの前で、エリックは安田女子高生を中心にした40人はとの若
者たちによる「コシシケレリ・アフリカ」（それも日本語バージョン！

）の大合唱の歓迎を受けた。
エリックは広島の空に右手のこぶしを突き上げ、直立の姿勢で一緒に

歌った。エリックの目に光るものを見たように思う。ドームから少し離
れた市民会館の一室で、エリックはその高校生たちを前にして熱弁をふ

るった。ここでは教育の話をし、学びたくとも学へない南アの子どもた
ちのおかれている状況を彼はゆっくりと話した。終わって高校生たちに

よる再度の「コシシケレリ・アフリカ」の大合唱を受け、たくさんのカ

ンパをもらった。

翌日ノーマが名古屋から内田直子さんに連れられて合流。広島の後藤
さん、杉本さんたちの案内で、原爆資料館、平和公園を歩く。今日はエ
リックがノーマへの説明の役を引き受けた。二人が極めて心動かされた
のは、一つは原爆資料館の被曝遺品と平和公園の外側の橋のたもとにひ
っそりとたっていた在日朝鮮人の原爆犠牲者の碑だった。

特に後者の碑の前で二人は長い間立っていた。エリックが言った。「

同じ原爆の犠牲者なのにマイノリティの人たちの碑だけを別の所におく
なんて、これはアパルトヘイトだ！私たちの南アフリカでは、決して

そんなことをしたくない。」

◆最初の晩の高柳邸でのなごやかなレセプションのこと、山谷訪問の
こと、浅草見物、ノーマの名古屋体験と名古屋集会、広島集会、新聞記

者インタビュー、逗子での二日間とヤングライオンズ（行動委員会の若
者やち）、国学院大学での講義、東京集会でのエリックの名演説、「も
う一つのヒロシマ」上映会参加のこと、雨の中の買い物のこと・・・こ

ういったことについては、誰かが書いてくれるだろう。
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Wel c　く）m e！　　E r　う　c lO　9集会

＆　　Nく＞m a t h e m b a　～ンゲレザ夫妻を迎えて～

ーコ二リ、ソ：タ　ー　ンゲレザ　さん

こんばんは。日本語で言えないのが残念です。今日はアパルトヘイトの歴史をあらためて話すの

ではなくて、ただみなさんに確認しておいてもらいたいことは．アパブレトヘイトはまだ南アフリカ

に存在しているんだ、ということです。テクラーク大統領は、あらぬる手段を使って国際社会にア
パルトヘイトはすでに終わったということを言おうとしていますが＿実際にはそうではないのです

∴乱の人生∴私の生活は何も変わっていないのです。少しデクラークという人がどういう人かお話

ししたいと思います。

南アフリカには4つの州がありますこケープ州、ナタール州、トランスヴァ【Jレ州、そしてオレ

ンジ自由州です∴私たちが中央政府という場合には、この4つの州を管轄している政府をいいます

．そして1デクラークがこの一番上にいます。この各州のなかに現在の政権党である匡L民党の最高

指導者がいます。20年以上、デラークはトランスヴァール州の国民党の委員長であったのです。

1948年にそれまで政権を取っていた統一党に代わり国民党が南アで政権を握りました。この国

民党が政権をにぎった後、憲法のなかでアパルトヘイト制度を取り入れ、明記されました。そして

、彼がこの駈党のトランスヴァーJレ州で10年間委員長であり続けたということをもう一度お

ぼえておいて下さい。彼はトランスヴァール州の委員長から二棚になるために職を代わりました

。ですから、デクラークという一人ガ私にとって、そして、その他の南アフリカ人にとってどういう

人であるのか分っていただけると思います。テクラークが大紋執こなり2カ月後に、1990年2

月という時が迎えられました。1990年2月の出来事によって，テクラークは改革者としての評

細を受けることになりました。法律の上からアパルトヘイトをなくしていこうとしました．

日本政府は私たちに対して、デクラーク大統領はひじょうに良い人であり、彼を助けないけしぼな

らないと言いましたeしかし、一一人の人がたった2カ月の間でまったく変わることができるのでし

ょうか。これが、テクラークという人物についての鰭単な私からの紹介ですが、この人がどういう

人かわかっていただけたと思います．

みなさんを含める国際社会の人々は∴南アフリカで交渉力領台まっていると理解していると思いま

す。しカ｝し、実際にはそうではありません。現在、行われていることは交渉のた欄です

。みなさんを始めとする国際社会からの私たちへの貢献ですが、経済制裁などに関しては南アフリ

カの人々がみなさんに表明するものです∴経済制裁はデクラーク政敵こ対して、現在の南アの進展

をより進めていくことを強く押していくものです。そして、こういった改革は紋が良い人だから行

われているのではないのです。不幸にもテクラーク大統置、彼の国民党は、この改革が始められた

時に誰も改革に対して十分な対応ができない状態でした。ANCも新しい南アフリカのためにその

プログラムをつくる時間が必要でした。デクラーク、彼の匡l民党も同じようにその準備期間が必要

だったのです。これは、すべての南アの人々にいえることです。デクラークは、この準駅され

ていないことをさとりました。そして、彼は考え直しました。

私たちがまだ選挙権がなく、テクラークが現在も政権に就いていることを志としないで下さい∴現

在もデクラークが南アのことを決めていくことを続けています。デクラークが現在も国民党の最高

権力者です．人間が人間として生きるということが　まだ行われていない状態なのです。デクラー

クの鼠民党は、党員を白人だけでなくすべての人種に広げることをしました。ナミビアの時のよう

にたくさんの政党ができてきましたもそして、文化グJレープであった団体が今では政党を名のって



います。

たとえは、インカタ・ズー／レ一文化グJレープがありました。現在はインカタ自由党と名前を変え

ています。今日お集りのみなさんは、インカタ疑惑についてご存知だと思います。インカタのリー
タ」であるガ、yチャ　プテレジは、新しい南アフリカにおいて権力をにぎろうとしています。デク

ラークは、このインカタ自由党、フテレジを時間かせぎのために使おうとしたわけです。その可能

性を兄い出したのです。封、たちがこの間見てきたこと、そして、現在も続いているのは次のような
ことです。インカタは　毎週末に南アフリカのさまざまな場所で集会を開いています。インカタが

集会を行い帰ると、その後にはたくさんの人が死ぬという事件か昏ヂ起きています。すると、その

地域は政府によって非常事態地域とされます。夜の9時から翌朝の4時まで誰も外出してはいけな

いと決められます。SAT）F　南ア政府軍とSAP　南ア警察以夕日ま誰も外出してはいけないとい

う外出禁止令が出されるわけです。現在、南アではさまざまな多くの地域が政府によって非常事態

地域と、あるいは外出禁止令が出されています。南アの各団体は、今日みなさんが集まっているよ

うに夜みんなでミーティングをもちます∴私たちは、ふつうもっと遅い時間に始めます。ミーティ

ングが9時以降までなると、南ア政府軍・南ア警察が道路で監視していて、そこで何が起こっても

私たちは誰からも保障されないという状態におかれていますう

もうひとつ興味深いことは、インカタだけが政府によって集会に行く時に武器を持ってもよいと

許可されていることです。ほんの数週間前に和平臨定が調停されました。そこに次のようなことが

盛り込まれています。「公けの場に武器を持って行くことの禁止」「外出の禁止」どうしてデクラ
ークは、インカタだけに武器の携帯許可を与えているのでしょうか∴政府はインカタに対して武器

の携帯を禁止できる立場にあります。載、たち南アフリカのなかには、現在、自分たちの国のなかで

簸民になっている人々がいます。それは、みなさんが知っているインカタ事件、インカタに政府が

お金を出していることから派生しています∴私たち南アの人々にとって、その原因はデクラークが

インカタに暴力問題を掛すていることを許している、というとても簡単なことです。この南アフリ

カにおける改革が、デクラーク自身にとっても準備が十分でないのです∂外出禁止令、非常事態地

域宣言が南ア全土に出されていますが、これはデクラークにとって何もマイナスにならないことで

すJ匿民党以外の人々にとって大きな影響を与えることです。ということは、国民党だけが新しい

南アフリカに向かって準備をする時をもてる、ということを意味します。

みなさんの政府は、デクラークにチャンスを与えるようにと言っています。私たち南アフリカの

民衆は、みなさんに南アに対する経済制裁を続けてほしい、と言っています．経済制裁をいつやめ

るかは、私たち南アフリカの民衆がみなさんに伝えることなのですさもし、みなさんがデクラーク
の言うことをきいて経済制裁を掛けしぼ、南アフリカの流血は今後さらにひどくなるでしょう。

現在もデクラークは権力をにぎっています。今後も彼は権力をにぎり、不法居住区はそのままに

されてしまいます∴私が所反し渦動している団体の’■operatlnn Masakhane

F（－r The Homeless”かしら文字をとっで’oMHLE”といいます。Masak

－haTle（マサカネ）というのはアフリカの言葉で「いっしょに建設しよう」という意味です。そ

して、OMHLE（オムシェ）という言葉は「すげらしい」という意味があります．

政府は1968年以降、黒人尉主区のなかの黒人層住宅を建てるのをやめました。家族は増える

のに家はまったく増えませんでした。子どもが生まれても、その家を大きくすることはできません

。子ともが結婚しても家を新たには持てません。彼らはどこに行く場所があるのでしょうか∴家の

なかは超満員の状態です．デクラークは、改革の過程で新しい法律をつくりました。人口流入規制

法です。アパJレトヘイト制度のなかでは、もし私が東京に生まれて大阪に仕事をさがしに行きたい
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と思っても∴決っしてそれは許されないことであったのです．それて、この法律をなくした時に人

々は職場をさがして工場地域へ移ってきました。しかし　彼らが住む場所はありません。そこで私

の組織は、アパルトヘイトは暴力システムであり、そのなかで人々はいま空いている場所に住む権

利があると主張します。人々は家になるどんな材料をも使って空いている土地に家を建てました。

しかし．、現在も不法居住法が存在しています。

南アフリカの少数者である白人が　南アフリカの土地の87％を所有している現実は変わってい

ません。大多数を占める黒人は、南ア全土の13％しか所有することを許されていません。nMH
‾T Rは人々に対してとこでも空いている土地は私たちが住む権利がある＿と伝えましたaデクラ

ークはそういった人々が家を建てはじめた土地に、地方政府を使ってブルドーザーで退去させよう

としています。赤ちゃんも年老いた女性も、みんな一夜のうちに家を壊されて、とこにも行き場所

かないという状態におかれています∴私の生活が何も変わっていか－と言っているこの時に　みな

さんの政府はデクラークにチャンスを与えるようにと言い続けているのです。

一晩中でも話すことができますが∴札のいまの話でみなさんに今の南アの状況がとうであるか、

わかっていただけたと思います。カールトンホテル（ヨハネスフJレグの高級ホテル）のドアは∴私

たちにも開かれました。しかし、私にとってはそのか－ルトンホテ／レの入口に入り、出口から出る

ことができるということが変わったことのすへててす∴私はまだカーJレトンホテルのなかで座り、

あるいは食事をすることはできません∴か」レトンホテルのとの階にも乱は行くことができません

∴なぜならば、それに見合うお金がないからです。そして，日本企業は人種による賃金格差を掛ナ

ています。19qO年の2月2日以前は、こういった企業が私たち黒人に対して最低の賃金を与え

ることに法律的な言いかけがありました。ナショナルマナ、ノこ′ク、日立　東芝、マツダ、日産、

トヨタ、こういった日本企業は私たちに対してまた同じ賃金しか払っていません∴私たちの血と汗

から莫大を利益を得ていますこ

私たち南アフリカに住む者は、それほど愚かではありません。こういった企業が改革といわれな

がら行われているゲームのなかで、どういった立場をとっていくか私たちは見ています。こういっ

た企業が莫大な利益のうちのほんの少しを、黒人の教育に寄附しようというところを私たちは見て
みましょうユ莫大な利益の少しの部分を南アの人々の福祉に使おう、と．今日ここにお集まりのみ

なさんも責任があります。みなさんのそれぞれの小さな責任を結集させて∴南アフリカのなかでど

のような立場をとっていくか変えていくことができるでしょう。日本反アパルトヘイト委員会の東

京のみなさんだけが日本企業に要請してもこのことは変わりません。みなさんが手をつなぎ一つに

なり、企業に対して責任をとっていくことを要請しなⅠ、けしぼなりません。私たちは彼らが利益を得

るなと言っているのではないのです。その利益のうちのある部分を南アフリカに還元すべきだと言

っているのです。

アパルトヘイトの教育は、4つの省を持っています。白人、インド人、カラード　黒人、それぞ

れ人種ことの教育省があります∴私は学校に行く時にくつがなく、おなかもからっばでした∴教室

には先生と黒板が一つあるだけでした。先生が黒坂に書いたことをノートに写します。そして、ま

たからっばのおなかのまま、学校から家まで長い距離を歩かねばなりません∴家に帰って先生が黒

板に何を書いたかもう一度復習します。しかし．梨、が住んでいた家は一部屋しかなく、そこに5、
6人の家族が常にいました。電気もありません。水もありません∂トイレもありません∴私が今日

のみなさんとの集会のなかで言いたいことは、私たちが歩む最後の地点まで共に歩んでください、

ということです。（くぼた）のぞみさんがそこ（会喝）にいます∴私たちが到着して歓迎会を開い

てくれた時に、のぞみさんの14歳の子どもが学校へ行っているということで、日本の教育の話が

出ました。その子どもの学校には設備が完全に整っている。しかし、彼女の子どもは勉強をしたが
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らかい。南アでは、子どもたちが乱の子ども時代と同じように何マイJレも歩いておなかがからっば

で学校に通っています。そういった教育のなかで今日私が英語で話しているということを、教育を

受けているんじゃないかと思われるかもしれませんが、このような厳しい状況のなかで私たちは学

力を身につけなければなりません。南アの梨、の子どもとのぞみさんの子ども、日本の子どもがお互

いに理解し合い、轍を分かち合うことで、日本の子どもたちもすくYtた設備のなかでどのように

学んでいくかということを兄い出せるのではないかと思います。みなさんが享受できるそのような

教育設備を、＃よ：ちら手に入れる権利があるんだ、と私たちはさらにたたかいを進めていきます．

これから南アの黒人のすぼらしい面について話したいと思います。梨、たちはこのひどいアパJレト

ヘイト制度のなかで、たくさんのことを学びました。白人が私たちのことを憎むように、もし私た

ちが白人のことを憎んだとしたら、彼らのいまの立場よりももっとみにくいものになります。ネル

ソンーマンデラが、病院lJ＼ンガーストライキをやっている白人の右翼の人々をたずねました。理

由は簡単です．もし．私たちが現在の制度を変えて反対に白人を抑圧することがあれば、私たちは世

界のどこからも受け入れられないでしょう∴私はこれからも，TAAC（日本反アパルトヘイト委員

会）が南アを訪れて　私たちがどんな制度のなかにいるのかということを知ってほしいと思います

。このようなみなさんの訪問が、白人の人々に対しても新しい考え方をもたらす影響を与えます。
tTAACのみなさんが私たちの活動を財政的にも支援してくれています．しかし、みなさんが行な

ってくださったなかで最も大きな私たちへの貢献というのは、たくさんのノdf南アを訪れ、白人の

人々に対して私たちの側に立って活動しているんだということを見せてくれたことです．

乱はこれから日本の人々とも何が真の平和なのかを一緒に学んでいきたい。それは、讃、が広島で

見たものではありません。私が広島の原頒記念掛こ行く時に思ったことは、私をアメリれ人だと勘

違いしてはしくない、ということでした。しかし、私はそのなかに入って非常に落胆したことがあ

ります。「平和、平和」と誓い合っていて、その記念館から公園の方に来た時に、そこには平和の

塔がありました。そこには　日本の人が死んだということが書きつらねてありました。その公鯉か

ら外に出ました。そこで私は立ち止まりました。公懐炉汐トに韓国、朝鮮人の被爆者の稗がありまし

た。同じ日の同じ時間、8時15分に朝鮮人も日本人も同じように被爆しました。しかし、日の暮

れる前にこの人々は分けられています。アパJレトヘイトという吉葉は、離れて住むという意味です

∂このように隔離されて住むということを、私は日本でも見ました．死んでさえも分けられるとい

う事実があるのを見ました3私たち南アフリカ人は、日本を含める世界に対して責任があります。

隔離されて生きるということは、人間としてひじょうに悲しいことです。これが、デクラーク自身

がしうま学び始めていることです。詔、たちはこかまで学んだことによって、私たちが政権を取った時

にデクラークをオランダに送り返すようなことはしない、と言うことができます∴前に話したよう

に＿みなさんの政府はデクラ¶クが非常に良い人であるから支援しなければならないと言っていま

す。しかし，みなさんがテクラークが良い人になるようにチャンスを与えるのは私たちです。

最後に、彩、たち南アフリカのものたちは、将来、平和と愛がある未来が来ることを信じています

。その日は必ず来ます。これが長年のアパJレトヘイト制度が私たちに教えたことです。真実の意味

においての愛と平和ということ、これは広島で使われていたような平和とは違います．隔離された

社会は、決っして発展しません。これは、現在の南アの経済状況を見てもわかると思います。これ

が組からのみなさん一二人ひとりへのアピーJレです。私が広島で見た朝鮮の人々の碑を公園の外から

なかに移しましょう。その時に私たちは∴真の愛と平和というものを勝ち取ることができるでしょ

う〉ありがとうございました。

（ノマテンパ　ンダレザさんのスピーチは、次号に掲載します。）
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深く掘り下げて説明することなく、ただ放送禁

止用語として使わないテレビ局の姿勢はすごく

問題だと思う。さて、話は佐々木牧師が中心だ

ったがかなり重い内容だった。日本寄せ場学会

の主斉藤氏もそばにいた。話を聞いている最中

も外では罵声やビンの割れる音が聞こえてく

る。山谷、寿町、釜ケ崎というドヤ街にはさま

ざまなbacbrolmdをもった人が集まり、一人一

人の人世もいろいろな重荷を背負っている人が

多い。凰Il家康は「人の世は重き荷を邑いて遠

善道を行くが如し…」と言ったが、このことは

将軍様が吐く言葉ではなく真に言えるのはドヤ

に集まって来た人ではないのか。山谷にはいろ

いろな人が生きている。何らかの事情で本名、

住所を明かせないでいる人、在日韓国・朝鮮

人、沖縄の人、隅々まで浸透した管理社会に適

応できない人、しない人、体が資本なので健康

を害したり労災で働きたくても働けない人…。

景気の変動により雇用される暗には食えるが、

雇用されない時どうやって食っていくかの保障

はなく、使い捨てられる。仕事にあぶれると酒

に溺れるという悪循環、使われるだけ使われ平

均寿命は55才と低く、結核にかかる率も10倍

以上だ。アオカンせざるをえない人、焚き火を

していると消しに来てアオカン労働者を排除し

ようとする行政。生死にかかわる病に犯されな

がらこれまでのひどい扱いにより医者にいくこ

とを拒否し路上で野垂れ死ぬことで現体制のあ

りかたを告発してやろうとする人。身寄りのな

い人たちの路上死のことを行旅病死と呼ぶが、

三百人位の人がこんな死に方をしている。山谷

と南アフリカとでは状況がかなり違うが、人間

の尊厳を守り抜こうとして闘い続けていること

においては一致していると思う。ンゲレザ夫妻

はあまり話していなかったが、様々な思いをか

み殺していたのだと思う。無知は、ときには罪

であることもある。意図的に見えなくさせられ

ていたり見えにくかったりする社会の暗部を逃

ンゲレザ夫妻と山谷へ

久イ呆日∃Jl頃毒覧

浪人中たまたま図書館のレコードコーナーで

借りた岡林信康のファースト・アルバム『私を

断罪せよ』。この一枚のレコードに私は打ちの

めされ衝撃を受けた。こんなの聞きたくないと

思いつつも私の生き方をずいぶんと変えてしま

う決定的なレコードであった。そして、このレ

コードに入っている山谷ブルースという曲を聞

いて山谷という街があることを初めて知った。

以後この曲はよく唄ったが、山谷へは一度も行

ったことがなかった（寿町にはたまに行ってい

たが）。

今臥　ンゲレザ夫妻、船越さん、吉田さんと

私がサンルート池袋で待ち合わせてANC副駐

日代表アリ・ルムクワナ氏を交え山谷へ行っ

た。地下鉄日比谷繰南千住廉を降りしばらく歩

くと独特の“匂い－がしてきた。ションベン臭

いのだ。この｝匂い”は寿町にもある。渦構交

差点と書いてあるのが目に入った。渦橋。どう

いう意味で付けられたのだろうかつあしたの

ジョーにも渇椿が出て来るが、あれはここのこ

とだったのかと思った。アオカン（野宿）労働

者が目につく。仕事にあぶれたのだろうか、昼

間からワンカップをあおっている人も見受けら

れる。そして、夫妻にからもうとする人（これ

は親愛の表現なのかもしれないが）を振り切っ

て、名前は確か山谷労働者会館という所へ通訳

してくださった岩田さんと8人で行った。そこ

で牧師をしている佐々木氏に山谷のこと、ドヤ

街のことや日雇い労働者のことなどを説明して

もらった。ちなみに“日雇い人夫”と言うと差

別用語となり、巨人の星ではブーという音が入

りこの言葉は流れない。なぜ差別用語なのかを
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げずに隅々まで見ていかなくては、そして他者

への想像力を豊かにしなければいけないと思っ

た。これから私が生きていくためにも……そん

なことを決意した山谷行きであった。

ンゲレザ夫妻の様子も載せたかったのだが、

山谷で感じたことが中心になってしまった。夫

妻の話は誰かが書いてくれるだろうから、私は
一人の人間の命の重さを書きたかった。

今の社会が生きにくかったり疎外感を感じる

人は、なにも山谷の労働者たちだけではないは

ずだ。だから日評のとこL・一一マン・ライツという

本に載っていた梼原彰氏の文を引用したい。

「出口を兄い出せず苦悶している日本の子供や

若者や大人たちに是非気付いてもらいたいの

は、自分の苦しみや悲しみや弱さを中心に世界

（地球）は動いているのではないこと。だから

自分を閉じこめ苦しめているものの正体は何で

あり、又日本では食べ物があり余っているのに

第三世界の子供たちはなぜ飢えて死んでいくの

か、との正体構造を見て見て見抜いてほし

い」。

ブルー八一ツは唄っている。「期待はずれの

言葉を言う時に心の中ではガンバレって言って

いる聞こえてほしいあなたにも」ガンバレ！
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人のにぎわいがなぜか私をくつろがせてくれた。

なにか懐かしいものを感じさせてくれる浅草で

ある。ここらの人は渋谷の人温みの中でみうけ

ちれる表情が全くない仏頂面の人たちとは対照

的な気がする。

中でも印象的だったのは、雷門を通り浅草観

音にお参りした後おみくじをひいた時だった。

はじめに船越氏が吉を出した。その後エリック

さんもひいたのだが、なんと凶が出てしまった

のだ。あせったyollngllOnたちは船越さんが凶

の紙を大吉と取り換えyol∬rfortuleisvery

g80dと“嘘付を言った。それを聞いたエリック

さんが上機嫌になったのをみて3人はホッとす

るのだった。どこかで聞いたことがある。「自

分の未来は自分で切りひらけ」。だから、船越

さんは決して“嘘”をついたのではなく、むし

ろエリックさんを励ましていたのだと思う。仲

兄世では絵の入った爪切り、絵葉書、電池で動

く子犬チャンを二人で選んで買っていた。それ

にしても、エリックさんは聞いているとこっち

までもが愉快になってくる買い方をする人だ。

あの笑い方は無敵だろう。南アフリカでいつ死

ぬかもわからない闘いをしてきた人にはとても。

思えない。そして、なんといい夫婦なのだろう

二人で買い物をしている姿は本当にいいなあと

感じた。しかし、講演ではうってかわって自ら

の使命を言葉にぶつけるかのように力強く話を

する姿が私の心に響き、魂を揺さぶられた。

私が一番感じたのは、反アパルトヘイト活動

がそのまま生きることにつながっている二人を

私がそんなフィルターを通さずに同時代に生を

受けた二人の人間と思えたこと。人を感動させ

るのは、黒人だからとか差別や抑圧されている

からとかを超越した人間的な大きな魅力なのだ

う。成田では二人の無事を祈りつつ手白手を交わ

し抱き合った。

A LUTA CONTI NUA！

浅草観光witby。喝11。。

今回のンゲレザ夫妻招待の目的が観光や休息

をメインとするものなら、山谷行きは少し重

かった気もする。しかし、その後の浅草見物で

は結構楽しんでくれたようだし、私も楽しかっ

た。山谷でマリ氏、岩周氏と別れ、後にyoung

llOnと呼ばれるようになった少しドジな3人組

（船越、言臥私）が夫妻を案内した。山谷で

はずいぶんと気が張っていた私だが、おみやげ

屋が両脇に並ぶ浅草仲兄世や、道ですれちがう
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反アノヾル　トヘイ　ト　と
『ナイ　ロ　ヒ二の売春女書房』　の絵乙まカヾき・考

楠原彰（くすはらあきら）

◆アフリカ行動委員会が「反アパルトヘイト絵はがきシリース」として制

作発売した、五枚一組のなかの一枚の絵が問題になっている。それは、これ
まで十年近くも「首本反アパルトヘイト委員会」（行動委員会もそこに属す
る）の依束酌こよって、今では国際的な評価を得ている、あのく反アパルトヘ
イト・カレンダー〉の原画を措き続けてきてくれた降矢洋子さんの『ナイロ
ビの売春婦』（A STEEET WALEEE：nlNAIEOBI）というタイトルの付された一

枚の絵はがきである。
山あれ一枚だけは、人に何となく手渡せない”“人に送るのに躊躇する”

‘（アフリカの会議にもって行ったけと）アフリカの女性たちに・・・手渡

す気になれなかった”、こうした思いを最初に文章にして問題提起をしたの
は、この「絵はがきシリーズ」の制作を担当したくはたのぞみさんだ。

僕自身もあの一枚だけはなかなか使えなかったという経験があったので、
くぼたさんから問題提起のつもりで発言してみたいという電話があった時、

大事なことだからやってみたら、と賛成した。
予期せぬことが起こるかもしれないなあ、とそのとき僕は思った。この種

の問題は、現実世界に介在してそれを変える方向に向かわず、「言葉で互い

に傷付け合う」ことがおうおうにして起こるからである。

それでも僕がくぼたさんの提案に賛成したのは、自分の中にもこだわりが

ありながら、あの絵の入った「絵はがきシリーズ」を人に売ってきたという

矛盾した事態を、自分でも一度整理・反省してみたいと思っていたからだ。

◆ナイロビにもたくさんの「売春婦」（マラヤ）と呼ばれている人たちが
いる。隆夫さん同様、僕もナイロビの安宿に長く逗留していたことがあるの

で、彼女たちのことは少しは知っている。『アフリカは違いか』（1981年）で

も書いたことがある。

第三世界の観光地にして、アフリカにおける資本主義社会のショーウィン
ドー的役割を与えられてきた「ナイロビ」の「売春婦」とは、ケニア（果人
のみならずインド系、アラブ系なと）の男や欧米や日本の男たちによって、

お金によって春（性）を買われる存在、彼らにお金によって春（性）を売っ
て生きている存在である。

「売春婦」という存在は男性中心の家父制社会の中で、社会的・階級的に

作り出された存在である。例外はあるとしても、「売春婦」の多くが貧しい
被抑圧階級の出身である。つまり、彼女たちは階級的・性的被抑圧者である。
さらに、降矢さんの例の絵に描かれているソマリア難民の「売春婦」となる



と民族差別の要素も加わってくるだろう。
また「ナイロビ」の「売春婦」（実際はナイロビ在住のソマリア出身の「

売春婦」）となると、世界を支配する帝国主義的経済・政治システムのなか
で、もう一重被差別の度合が深まる。つまり、日本という地球の北側の（帝

国主義的国家）の一市民（国民）の、それも舅である僕と「ナイロビの売春
婦」との構造的関係は、僕が何をしようとすまいと、僕が善意の人であろう
となかろうと、民族的・階級的・性的な（三重の抑圧一被抑圧の関係〉にあ
るといえよう。世界システムとジェンダーにおいて双方は人間的な対等な関

係にはないのである。
一応理屈で考えるとこうなる。

理屈（言葉や概念）で考えたり、説明したりすること自体は悪いことでは
ないが、悪いのはそれですへてが分かったような気になることだ。理屈が一

人歩きすると「売春婦」と呼ばれる人をまず自分の頭の中の観念的な枠組で
とらえてしまうから、降矢さんのいう「売春婦も兵隊も人々の中の一人であ
って、神でも悪魔でもない」自分たちとなにも変わらない人間だという、人

間が人間を理解し、つながり合おうとするときに一番大切なことが忘れがち
になる。

それはさておくとして、「ナイロビの売春婦」の絵に対して、日本の女性

よりも男性の方がより気になり、わだかまりを覚えるのは、ジェンダーの違
いの分だけ、男の方が厄介な関係にあるからであろう。（降矢さんも書いて
いるようにナイロビには「売春する男」、その男をお金で買う国内外の女や

男の存在することも事実である。）

◆　ところで、「ナイロビの売春婦」と呼ばれている人を日本人の男や女
が措いたり、苦いたりすることはへつに悪いことではない。ナイロヒの「マ

ラヤ」たちとの交流を生き生きと構い西江雅之さんの『花のある遠景』（せ
りか書房、1975年）などは、日本人によって書かれたアフリカに関する本の

中でも、屈指の名著だと僕は思っている。

降矢さんの「ナイロビの売春婦」は、降矢さんの芸術的表現を通して、ナ
イロビで生きる一人のソマリア難民女性の、悲しみや、喜びや、強さや、怒

りや、弱さや、・・・つまりナイロビの底辺で生き抜く当たり前の女をまる
こと表現することによって、見る者の心を揺り動かす。

見る者の一人である僕のなかにアフリカが、アフリカの女たちが迫ってく
る。そして降矢さんの絵は、前述した僕と「ナイロビの売春婦」の闇にある

世界システムとジェンダーの「抑圧一被抑圧の関係」を、決して忘れさせた
り、隠蔽したりするものではない。
それどころか、干からびた言葉によってでなく、生き生きした色彩とフォ

ルムと線とそれに＜イメージ＞によって、そうした関係の認識へ導いていく

力さえ僕は感じる。（あの絵から「袈嚢」を感じる人がいるとすれば、それ
はその人の想像力の問題だろう。）
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とすると、僕があの絵はがきを使って人に手紙を書き送ることを躊躇した

理由は、一体なんたったのだろうか。

◆　まずそれは、「売春婦」という「言葉」だ。「売春婦」と社会的に呼
ばれる女たちは、自分が「売春婦」と呼ばれることは決して嬉しいことでは
ないだろう。「ナイロビの売春婦」と呼ばれている女性たちは、自分のこと

を決して不特定多数の人にたいして「私はナイロビの売春婦です」とは自己

紹介しないだろう。つまり「ナイロビの売春婦」という説明の言葉が付され
たあの絵葉書を僕が使って他者に送ることは、現実世界の「ナイロビの売春

婦」と呼ばれる人たちへの階級的・民族的・性的差別を、僕自身が許容する
ことになる、またはそう誤解されかねない。それを僕はまず恐れたようだ。

ところで、「売春婦」あるいは「娼婦」と「売春婦（娼婦）と呼ばれてい
る人」とは違う。前者は社会的・階級的差別が生み出した蔑称であり、こく
あたりまえの人間から人間の尊厳や誇りを剥奪する言葉である。

したがって、この世界に存在するのは「売春婦と呼ばれる人たち」だ。彼

女たちは降矢さんが書いているように、「生きる女らしいヴァイタリティ」

も「プライド」ももった、こくあたりまえの女たちだ。

だから僕はあの絵はがきのタイトルが「ナイロビの売春婦とよばれている

女」とかいった言葉だったら、そんなにこだわらずに人に送れただろうと思
ったりしている。男の僕はやっぱりここ（言葉の前）で立ちすくむ。降矢さ

んのように、「寧ろ彼女のような環境に追い込まれた時、私や、私の娘が、

あんなふうにして食へていかなくてほならなくなる事が、可能性としては十

分にあると想像できる」というふうには、なかなか飛翔しえない。
ある国際会議で南アフリカの反アパルトヘイト運動のリーダーの一人が、

「（南ア）のツツ大司教はノーベル賞受賞者だが、彼がいかに統治されてい

るかということについての発言権はない。その一方で白人は売春婦でさえそ
の権利を行使している」と発言したとき、僕は激しい怒りを感じたことがあ
った。降矢さんの「ナイロビの売春婦」の絵や発言（本紙NO39）には、こう

した「売春娠」蔑視への怒りがこめられてと僕は感じている。
しかしこの言葉は反アパルトヘイト運動ののような反差別運動の中で使わ

れると、予期せぬ結果を生んでしまう。

◆　もう一つの理由は僕らの反アパルトヘイト運動の問題にかかわってい
た。南アフリカ（だけではなく日本やアジア）の差別・抑圧に反対してきた

日本の反アパルトヘイト運動団体が、「反アパルトヘイト絵はがきシリーズ

」の一枚に、「ナイロビの売春婦」というタイトルの絵を入れて販売したこ
とからくる問題だ。僕もその反アパルトヘイト運動団体のメンバーの一人で

、反アパルトヘイト運動の一環として、絵はがきシリーズの販売に協力して
きたものの一人である。

ところで、降矢洋子さんの「ナイロビの売春婦」という一枚の絵は、反ア
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パルトヘイト運動団体の制作する「反アパルトヘイト絵はがきシリーズ」に

入れられたことによって、実にややこしい関係に入ったのだ。「ややこしい
」と感じているのは運動（にかかわっている僕）の方で、絵の方ではない。

「ぜひこれを入れたい」と言ったという描き手の降矢さんの方でもない。
ややこしいのは運動にとってマイナスだ、と僕は思ってきた。「ややこし

い」ことはあらぬ誤解を招き易いからだ。誤解による運動の中傷・頓挫をた

くさん見てきた。
「反アパルトヘイト絵はがき」は南アフリカのアパルトヘイトという人種

隔離・差別政策に反対し、それを廃止させるために作られたものである。と
ころで前述したように現実世界の「ナイロビの売春婦」という社会的存在は

まさしく被差別・被抑圧そのものである。単純な図式を描けば、「反アパル
トヘイト」と「売春婦」は対立する実在であり概念だ。運動にとって単純な

図式、シンプルな真実、シンプルな構図でないと、なかなか力にならないの
だ。

「力にならない」とは、まずは多くの人たちに賛同してもらえない、とい

うこと。ところで、前述したように一般通念では、「ナイロビの売春婦」と
「反アパルトヘイト絵はがき」の構図（図式）は、なんともややこしい。（
このややこしさを説明するだけであらかたエネルギーを消耗してしまいそう

だ。）この双方の対立のハレーションが、運動の趣旨をわけのわからないも
のにし、すくれた絵である「ナイロビの売春婦」から絵として評価される前

提（土台）さえも奪ってしまいかねないのである。

現に先号で山崎卓也さんが、＜「反アパルトヘイト」は水戸黄門の印寵じ
ゃない＞、＜「反アパルトヘイト」運動による人権侵害になる恐れもある＞
と書いている。このように、僕は自分のかかわってきた反アパルトヘイト運

動の趣旨が多くの人たちに誤解され、ちゃんと伝わって行かなくなることを
恐れたのである。

◆ここまで書いてきて、そして幾人かの人たちの寄稿文を読ませてもらっ
て、いくつかの大事なことに僕は気付いた。その一つは、どうして「反アパ
ルトヘイト運動」と「売春婦」が対立するのかという問題だ。「売春婦」は

社会的差別の結果であって原因ではない。反アパルトヘイト運動は当然のこ
とながら、「票・売春」を生み出す社会や制度との闘いでもある。

「反アパルトヘイト絵はがきシリース」に「ナイロビの売春嫡」の絵を入

れたのは、例えばそれは、（人種差別と性差別に反対する〉というプラカー
トを掲げてジョハネスバークの街角に立っ無人女性の絵を入れるのと同じは
とに、アパルトヘイト（隔離・差別）への怒りの意思表示をしているとは言
えないだろうか。

それに「反アパルトヘイトと売春婦が対立する」なんて言ってしまったら

差別や抑圧に苦しみながら、そこから自由になろうとしている「売春婦」と

呼ばれている生身のAさんやBさんは、きっと悲しむだろう。南アフリカあ
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たりでは、体を張って反アパルトヘイト閤争にかかわってきた「売春婦」と

呼ばれた人たちが、たくさんいたはずだし、現にいるだろう。それはケニア
の場合も同じ。

◆　まだまだたくさん大切な問題、よく分からない問題があるのだが、今回
はこのくらいにしておきたい。とくに福島富士男さん、どとうとしやさんが

厳しく追及していた降矢さんの「ナイロビの売春婦」の絵とその絵に描かれ
た実在の「ナイロビの女性」との関係の問題はむずかしい。

福島さんは「私が一番気になったのは、ある人物の絵を描いて、その絵に
社会的に負のイメージしか持たない名称を与えるという手続きの不当さであ
る」と書いている。
それは基本的に描き手の降矢さんとモデルになったナイロビの女性との関

係の問題だろう。「社会的に負のイメージしか持たない」「娼婦」を描いて
、「娼婦」を超えるというか、「娼婦」の人間の尊厳をあますところなく描
いている絵や文学はたくさんある。それにまた、くぼたさんも書いているよ

うにあの絵の中の女性（あくまでも創作上のイメージ）とモデルになった実

か。在の女性は混同されてはならないのではなかろう
降矢さんのあの絵の中の女性は、ナイロビで働く「売春婦」と呼ばれる人

たちの中の特定の誰それを描いているというよりも、特定のだれそれをモデ
ルにしながら、「売春婦」と呼ばれる人たち全体の人間としての悲しみや怒

りや誇りを表現している、とは言えないだろうか。「売春婦」を描きながら
、「売春婦」を否定しながら「売春婦」を生み出し続ける市民社会を撃つ、
これまでの降矢洋子さんの一連の作品や活動を思い起こしながら、僕はそう

考えている。
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「－枚の糸会をまカでき」　をめくごりめくきって

くぼたのぞみ

この議論に多くの方が関心を持ち、意見を寄せてくれたことを、大変うれしく思

います。いろんな意見や感想がありました。議論の過程で、いろんなことが見えて

きました。それぞれの意見について言いたいことはたくさんありますが、それを書

くとひどく長くなりますし、議論に参加してくれた方々の意見や反論も載せないの

は不公平になります。ですから、ここではあのはがきを制作した者として押さえて

おかなければならない最低限のことに要点を絞りたいと思います。

まず、降矢洋子さんのあの絵が差別である、という見方は何度考えなおしてみて

も違うのではないかと患います。絵そのものが差別だと考える方は、もしもあの絵

に「売春婦」ということばがついていなかったなら差別だと感じたかしら、という疑

問をぬぐいきれません。「売春婦」ということばがなかったら、福島さんのおっしゃ

るように踏絵を踏まされる思いもなく、三となきをえたのかもしれません。でもこ

となきをえるよりも、遠山さんのことばを借りれば、前向きに与シヵを売りたち一、と

いう意識が、絵の命名者である降矢さんや、ハカキにすることに賛成したわたしの

なかにあったことは確かでしょう。買って使用された方々にも、あったかもしれま

せん。どちらかというと「女」が「男」に売るケンカといった感じが強いので、「想像

上の加害者意識」に立ちすくんで身構えてしまう方々もいちしたようです。

それでもやはり、一枚の給血がさあタイトルとして「売春婦」ということばの使い

方には一考の余地はあったかと患います。わたしがひっかかりを感じつづけたのも

そのことでした。「売春婦」ということばはけして死語などではありませんが、絵は

がきという「使用の且的」をもった公共性の熟、「商品」にすることで、歪んだアフリ

カ観やアフリカ人像がしみこんだ日本のなかへ、背後の脈絡を読み取れない人の前

にも「一枚のはがき」として突然、出ていくことになりました。ナイロビのさまざま

な女たちを措いたいくつかの絵のなかの一枚だったらもっと親切だったかな、と思

います。けれども、絵はがきとなると使うときは一枚だけですから、やはり脈絡を

欠くという問題は残ります。それから、問題になっているのはあの絵のなかの女性

（あくまで画家の創作上のイメージ）のはずであって、モデルとなった実在の女性

ではありません。その辺が混同されたまま議論されています。絵に想像力をかきた

てられて、なんだかんだと議論しているのです。おまちがいのないよう。

わたしがアフリカの女性に手渡せなかったことについては、そのときのわたし白

身のアフリカ体験の未熟さに尽きるように思います。いまなら、相手との関係のな

かで手渡すこともできると感じています。それは日本でも相手を選んで出すのと、

ある意味で同じです。ここもまた女と男では意見の別れるところでしょうか。闇
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NGO会議報告に代えて

田本寸　幸子

私のニェーヨーク行きと重なるようにNDne G8VernmentalOrganlZationという会議が国

連であったので、アフリカ行動委見会のメンバーとして出席しました。私は英語が心もと

ないので、一緒に出席したニュージャージー在住の札谷さんが報告書を書いてくださるそ

うです。

ただ一言；この会議に出て、既達は国際政治の力関係に左右されていないだろうか、と

改めて思い、そして、政治をやっている人たちにこの地球をまかせてはいけないと思いま

した。

私のニューヨークまでの大韓航空の安チケットは、あるツアーの一員として登録された

もので、成田に着いてみるとツァーのメンバーは私と在日韓国人の女子大生の二人きりで

した。ニューヨークに朝着く便に乗るには、ソウルで一泊します。女子大生のYさんと韓

国式旅館のせまいオンドル部屋に泊まることにしました。夜、Yさんはこんな話を聞かせ

てくれました。
“私は日本で生まれ、日本で育ち、日本人と変わらないのに、なんで日本の国籍がもらえ

ないのかと悩んだんですよ。私の友達で16才になって外国人登録証を持つようになって

初めて自分が在日韓国人だったと知った子もいるの。その子はひどいショックを受けたん

ですよ。日本名で過ごしてきたから、日本人だと思い込んでいたの。私も日本名はあるけ

ど、あえて使わないようにしてる。でも日本国箱をもらえないということは、今は逆に良

いことかもしれないと思っている。国籍をもらって日本が韓国や朝鮮にしてきた事をウヤ

ムヤにされるより、在日の人間の存在が、日本のした事の罪をつきつけていることになる

と思うから。でも、せめて自分たちの住んでいる街の選挙権ぐらいは欲しいですよ。私が

韓国に初めて来たのは高校生になってからです。ここが私のルーツなんだなァと思った。

でも、日本に帰るとホッとするんですよね、生れ育った所だから。韓国に来て「お前ら、

さっさと日本に帰れ」と言われたりするの。どこへ行っても差別される…。”

でも私と一緒に金浦空港から旅館へ来るまでのバスの中で、彼女は在日韓国人の存在を

やさしく受け入れてくれる人に出会い、とても感激していました。そして、今年の5月、

国際卓球大会で初めて南北統一チームとして来日した韓国・朝鮮チームの通訳のボランテ

ィアをしたことをうれしそうに話していました。語尾をのばしたり　｝超だ－いすき”と言

う、表面的には日本の女子大生そのもののYさんの話は、私にとって初めて聞く在日の人

の生の声でした。

かつて、イスラエルの若い男性が私の眼の前で、－ユダヤ人はどこへ行っても嫌われる

んだ”と苦しげに言ったきり、うつむいて黙りこんでしまったことがありました。アフリ

カ人の友人と焼鳥屋に入ろうとしたら、お店の人から子巨召されたことがありました。眼に

見えない誰かから、“差別はいけない”と私をさとす為に、これらの経験を与えられたの

かもしれません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニューヨークにて
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金明植さん、釈放！

⑳9月24日、金明植さんが釈放され、およそ1年3カ月ぶりに自宅に戻りました。4月

の控訴審で確定した刑期は来年1月まででしたが、5月末に決定された「特赦」により、

残りの刑期が半分になったためです。

逮捕も、判決もく今回の「特赦」も、ノ・テウ政権の政治的思惑から発したもので、そ

の理不尽さが釈放によって消えるものではありませんが、とにもかくにも、金明棒さんが

無事もどることができたことを心から喜びたいと思います。同時に、政権の維持・強化の

ために人の運命をもてあそぶものに対して、あらためて強い憤りを覚えます。

⑳「金明植民らの釈放を求める会」は、結成時に拘束されていた久が明植民をふくめ、す
べて釈放されたので、一応解散することにいたします。韓国では、多数の政治犯がまだ獄

中にあり、金明植民たちも再び拘束される危険がまったくないわけではありません。必要

に応じて、今後また力をあわせていくことができればと思います。

（金明植氏らの釈放を求める会）

日本におられる愛する兄弟姉妹へ
暗闇の中で、調査室で、法廷で、そして監獄で、私はいつも皆さんの美しい心を学ぶこ

とができました。一枚のカードの中に皆さんが望んでおられる平和の世界を。送ってくだ

さった手紙の一文字一文字の中に愛と暖かさの美学を。釈放しろ釈放しろと叫んで道端で

教会で学校で、署名運動を展開し葉書を書き続けてくださった皆さんの歩みと温かい手を

通じて、正義の社会が作られていく美しい人間愛を知ることができ、尊敬を学ぶことがで

きました。

愛する兄弟姉妹の皆さん

07坪の小さな部屋に繋がれたまま、固く閉ざされた窓を通して、国境を越えて拡がって

いる私たちの空、分断の38度練を越えて統∵された私たちの空、魔の色と人種差別なく、

すべての障壁を越えて拡がっている自由で平等な空を眺めながら、昼夜の別なく努力して

くださった皆さんの祈りと愛こそが、人間らしい社会、正義と平和にあふれる社会、とも

にわかちあって生きていける社会をつくりあげる努力であるという事実を、はっきりと知

ることができました。そうした美しい心、ひとつとなった愛は、いまや大きな平和の体と

なって世界を育てていきます。

愛する兄弟姉妹の皆さん。皆さんの温かい愛と関心の中で、私は91年9月24日午前1時

30分、鉄条網を開いて出獄しました。皆の寝静まる静かな真夜中。多くの兄弟姉妹の歓迎

を受け、監猫の扉の前で、閉じ込める者も閉じ込められる者もない世界をつくろうと叫び

歌い、ひとつとなって喜びと悲しみ、恨をわかちあう解放のその日が始まりました。午前

5時58分、表札もないアパートの二階、一年二カ月十三日ぶりに、寝ている民河と穫河の

そばに疲れた体をよこたえました。神に感謝の祈りをささげました。いまだ解放されずに

祖国のあちこちを逃げまわっている兄弟妬妹たちのことを考えつつ眠れぬ第一日をすごし

ました。兄弟姉妹の皆さん。皆さんの温かい胸の中に戻ってきました。

ありがとう。私たちの平和のその日に再び会いましょう。19919．27ソウルにて　金明橙
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毎週火曜日の夕方、定例のミーティングをひらいています。恵比寿駅から歩いて数分
です。お気軽にどうぞ。　監ア　803－3443－9775
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