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親愛なる皆さん

日本滞在の折は大変お世話になり、ありがとうございました。言葉になら
ないほど感謝しています。

私が相木で）言いたかったことは、南アフリカでは戦いが続いているこ
と、あなたがたは新生南アフリカに向けての私たちの戦いに積極的に貢献し
て下さっているということでした。　私たちは家へ帰れば人々が死んで

いっていることさえ忘れてしまうほど、日本で楽しい時を過ごしました。

香港からの帰途、私たちの友人に会い、サム・ンツーリが撃たれて亡く
なったことを聞きました。

私たちが家に帰り着いた日曜日の朝、ブヤ二・マバクサが私の家からわず
か500mのところで死んで横たわっていました。近所の人達は、彼を病院
へ運ぼうと回りを囲んで走り回っていたのですが、警察は彼が死ぬまで誰も

彼に近づけようとさせませんでした。　日本での楽しかった思い出がすべて

吹っ飛んでしまったようでした。

これがお礼の手紙が遅くなってしまった理由のひとつです。もうひとつ

は、私たちは82才になる病気の母親を引き取りに、東ケープまで行かなけ
ればならなかったことです。

インカタの暴力は依然続いています。
私が働いているところは、インカタの基地となっているナンスフィールト

ホステルから500メートルしか離れていません。先週の日曜日、S P．C．A

（注‥ノーマの働いているところ）のスタッフが、S．PC．Aの敷地内の木陰で

休んでいたところを撃たれました。

インカタはラリーからの帰りで、警察が同行していたにもかかわらず、誰か
を撃とうとしたのです。誰も逮捕されず、警察は撃った人間を見ていません
でした。三週間前、私の甥が通りで警察に現われて気絶し、気づいたところ
はバラグワナ病院だったという事件がありました。

というわけで、手紙が遅れて本当に申し訳ありませんでした凸
エリックはOMHLEの仕事に戻り、全力で活動をしています。

私は朝起きる時と午後4時に私を仕事場に迎えに来る時を除いて、彼を見か
けることがありません。それを除けば私たちは健康で幸せです。

この手紙であなたがたの名前すべてを書きたかったのですが、それは不可

能ですね。この手紙を札幌、名古屋、京都、広島に送って頂けませんか。
JAACの特に女性にお世話になったことを決して忘れないでしょう。それ

からヤング・ライオンズ、学校の生徒たち。ベテランやあなたがたの支援者

たちも。



「名誉白人」　の三く）年
－南ア‾＝7　リ　フウと　Eヨ本　一　何カく問是喜

だ－つたのカー　？　－

梼原彰

デクラーク大統領が登場し、マンデラ等の政治犯を釈放し、いくつかのアパルトヘイト

根幹法を廃止するに及んで、「アパルトヘイトは終わった」とか「アパルトヘイトは死滅
した」といった報道が流布しています。数年前の「飢餓キャンペーン」の時のように、「
アパルトヘイト問題」も瞬く間に忘却のかなたに押しやられようとしています。
アパルトヘイトは、人種と皮膚の色の相違を基準にした差別と搾取の経済・政治。文化

・社会上のシステムだということを忘れてはならないでしょう。単なる法制上の問題では

ないのです。アパルトヘイト法にしても、廃止されたのは「人口登録法」などの根幹法で

あって、まだ少なくとも22の人種主義的な法律と数百の条例が残されています。「土地
法」は廃止されましたが、これは黒人もお金さえ出せば自由に土地が買えるという法律で
、白人によって奪われた土地の黒人への返還・補償は不問に付され、かくして白人が力ず
くで奪い取った土地の所有が合法化されたというわけです。
日本の経済界を中心に、「アパルトヘイトは終わった。さあ、これからは大手を振って

経済進出だI」という動きが顕著ですが、そこには（名誉白人の三0年〉（アパルトヘイ
トへの加担の三〇年）への反省などは全く見られません。こうした会社には私たち市民が

圧力をかけるはかないけですが、そのためにもここで30年間の日本と南アフリカの関係

を振り返っておきたいと思います。同じようなことを繰り返さないためにです。

一　火事場泥棒

1960年三月21日、南アフリカで「シャープヒルの大虐殺事件」が起こりました。こ

れは真人の移動の自由を制限するために携帯を義務づけた「パス」法に、パスを焼いて抗
議した黒人たちに警官隊が無差別発砲し、69人が即死し、186人が負傷した事件です。

1950年代から次々とアパルトヘイト政策を施行し、今またこうした事件を引き起こ

した白人政権に対する国際的な非難が大きくなり、南アフリカから撤退する企業も出てき
ました。アパルトヘイト政権の国際的な孤立の始まりです。日本が戦後途絶えていた南ア
との外交関係を再開し、通商条約を結んだのはそんな時（1961年1月31日）でした

。喜んだ白人政権はすぐに（同年4月）有色人中日本人にのみ「名誉白人」（EONOUE姻Y
YmTE）待遇を与えることを決めました。南アフリカの黒人やアジア系の人たちは、こうし

た日本人を「火事場泥棒」とよんで怒りと軽蔑を隠しませんでした。
こうしてアパルトヘイト下の「人口登録法」（1950年）ではアジア系に分類されるは

ずの日本人は、白人に「準ずる」処遇を受けることになったわけです。「準ずる」とは「
背徳應」や「異人種間結婚禁止法」などでは「白人」としては認めない、ということです
。南アの白人と結婚したけれど南ア国内での生活を拒否された日本人女性もけっこういま
した。それにしても何とも恥ずかしい称号を私たちは白人人種主義政権から与えられたも
のです。もっと恥ずかしいのは、昨年（1991年）の6月、「人口登録法」が廃止され、

「名誉白人」待遇が自然消滅するまでの30年臥日本人は政府も国民も、自らの意志と
力で「名誉白人」を白人政府に返上できなかったという、何とも不名誉な事実です。
在南ア日本人会の機関紙「スプリングポック」やヨハネスブルグ日本人学校の生徒作文

集「ジ′ヤカランダ」などには、若干の例外はあるものの、日本人たちが書んで「名誉白人

」を受け入れてきたさまが如実に示されています。

二　アパルトヘイトのパートナー

1970年代に入ると日本のアパルトヘイト政権への加担はのっぴきならないところま
で進んでしまいます。日本の大手商社が軒並み南アに支店を開設し、日本の自動車や家電
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メーカーが組み立て工場を建設し始めるのは60年代末から70年代にかけてです。70

年代の南ア政府の「10ヶ年大規模工業化（基幹産業拡張と鉱物資源の新規開発）計画」
は日本の積極的な協力を見越して立てられたものでした。ときあたかも「ソエトの黒人蜂

起」（千人を越える患人の子ともたちが殺された）の時代ですが、そんなこととは無関係
に日本企業は積極的にアパルトヘイトの開発計画に参画してきました。

その結果1970年に6億4000万ドルだった両国の貿易額は、76六年には3倍強
の20億2000万ドルにも遠っするようになりました。日本のアパルトヘイト体制への

加担が加速化するのはこの時からです0そして1987年にはついに貿易総額約42億ド
ルにも達し、日本は世界最大のアパルトヘイトの貿易パーけ一になってしまいました。翌

年の匿達総会決議は日本を名指しで非難しました凋連が決議文の中で主権国家を名指し
で非難するなどということは、めったにないことなのです。日本で反アパルトヘイトの動

きが大きくなり始めるのは、その頃からなのです。
しかし、南アの産出するレアメタル（希少金属）なとの希少資源を確保するために白人

政権を応援しようと、50名を越える自民党の代議士たちが「日本一南ア友好議員連盟」
を結成したのは1984年のことでした。欧米では「反アパルトヘイト議員連盟」の運動
が活発だった頃のことですD忘れられないのは、70年3月に来日し、日本の大きな政党

や労働組合、ジャーナリズムのどこからも無視された南アフリカの解放組織ANC（アフ

リカ民族会議）のマジシ・ク不一ネ氏の残していった言葉です。
“JapanlSkllllnguSJapaneseprosperl－tydependsuponourblood．・

（日本は私たちを殺しています。日本の繁栄は私たちの血によって購われたものです。）

三　黒人の飢えと日本の財テク

◆トウモロコシ

貴国と飢えに苦しむ南アフリカのアフリカ人たちの血液（売血）を日本の患者用に「血
将分画製剤」として輸入していたという事実が明らかになったのは、クネーネ氏が日本に
絶望して帰ってから14年後のことでした¢さすがこの血液輸入は各方面からの抗議で中

止させることができましたが、民衆の力で中止させることができなかったのは南アからの
大豆のトウモロコシの輸入でした。日本は多い年で3億3千万ドルから3億6千万ドル分

ものトウモロコノを輸入してきましたが、南アの生産量の約3割が日本に送られました。
これが何を意味するかお話ししましょう。南アの果人たちの平均的な主食はトウモロコシ
です。南アでは輸出するほどトウモロコシがとれるのに、黒人たち、とりわけバンツース
タン（不毛・辺境の農村璃乳人口の半分が民族別に閉じ込められている）の窯人たちは
飢えや栄謹失調に苦しんできました0主食のトウモロコシが手には入らないからです。

白人農場主たちは、自国の黒人が飢えていようとそんなことにはおかまいなく、政府に
圧力をかけてトウモロコンや組数果実なのどの南アの農産物（作り出したのは飢えに苦
しむ黒人農民です）を日本に売り込んできました。
そして日本の消費者も、黒人の子どもらがアパルトヘイトによる飢餓で苦しんでいるに

もかかわらず、大量に南ア産のトウモロコシや租糖、果実やジュース（アップルタイザー
なと）なとを消費してきました0そうすることによってアパルトヘイト白人政権を支えて

きたのです。5－6年前の「アフリカの飢餓キャンペーン」の時、誰が南アの飢餓を問題
にしたでしょうか。日本の政府や大新聞社による「飢餓キ十ンペーン」が南アの飢餓をキ

ャンペーンできなかったのは、日本（人）のアパルトヘイトへの加担の現実が明らかにさ
れざるをえなかったからでしょう0私たちのメシの食べ方、生活の仕方を少しも変えよう
とせずに、飢えたアフリカを救おうというのは、傲慢というものです。

◆金とプラチナ
日本の南アからの輸入の中でも金とプラチナが群を抜いて高額です。この2つで南アか

らの給輸入額の半分もしめてしまいます0ところで金とプラチナは南アフリカ経済の中枢
を担っている産物です070年代以降工業生産が発展して宋ましたが、アパルトヘイト体

制は金の輸出によって支えられてきたのです0その金やプラチナの世界最大の市場が日本
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です。南アフリカの黒人たちが「－∃も早くアパルトヘイト体制を倒すために南ア産の金

やプラチナを買うのを止めて欲しい」と訴えかけていたにもかかわらず、南ア産の金やプ

ラチナは日本に怒涛のごとく輸入され続けました。そしてその多くが企業や個人の「資産

保全財」として財テク用に買いためられました。「医師、自営業からOL、サラリーマン

、主婦や正月のお小通いをためた小、中学生」までが南アのクルーガーラノド金貨、金の
プレスレソトやペンダントなどを競って買いあさった、といった新聞記軍（1981年4

月9［］「朝日新聞」）がよく見られたものです。こんなふうに成り立っている私たちの「生
活」とは一体何なのでしょうか。

四　人権と利権

南アフリカに進出した日本企業は60社前後でしたが、欧米の企業はとはきわだった特

徴をもっていました。それは企業の体質というよりも消費者や、企業を取り囲んでいる市
民社会それ白体の相違に原因があると言えるかも知れません。ヨーロッパでは南アに進出
する企業に対して、EC（ヨーロッパ共同体）が中心になって「行動綱領（code of cond

UCt）」を作り出しましたし、またアメリカ合衆国では「サリヴァン綱領」が作られてきま

した。これは欧米の市民、教会、労働組合、学生組織などによる反アパルトヘイトの世論
が進出企業に圧力をかけ、その結果生み出されたものです。それらの綱領は南アフリカへ
の進出企業か「やってはならないこと、なすへきこと」を決めた綱領です。法的な拘束力
はありませんが、常に反アパルトヘイトの態度を求められるものでした。アメリカではこ

うした力が議会をも動かして、1986年に罰則規定のある「反アパルトヘイト包括法」
を制定させました。

日本では1969年の南アへの投融資の禁止以来いくつかの、いずれも政府主導の経済
制裁措置がとられてきましたが、進出企業のうち一社たりとも「行動綱領」を作成したり、
アパルトヘイト問題について進んで態度を表明したりする会社はありませんでした。また

黒人の教育や福祉に援助してきた会社も欧米の企業と比へたら皆無に等しいといってもい
いでしょう。日本政府ですら1987年まで果人の教育や福祉に支援することはなかった
のですから。北欧諸国の政府などは何十年も前から解放戦線のANCに対してすら支援を

おしまないできたものです。

他者の人権や生命なと関係無く利権だけを追い求めようとする企業に対する批判は、日
本でもとうしても必要だと患います。アパルトヘイトに加担してもうけているような企業
が、白社や下請けの労働者の権利を守ったり消費者に安全な商品を提供したりするでしょ
うか。

五　報道の問題－「部族」とは誰か
日本の報道機関のアパルトヘイトに関する報道のあり方も問題がたくさんあります。ま

ず気がつくのは、支局・特派員の圧倒的な少なさです。南ア国内に支局を置いているのは
共同通信社ただ1社です。あとは新聞もテレビも日本の報道機関は何もないのです。

TBSは5、6年ほと支局を置いていましたが、今年早々引き上げてきました。毎日が

隣国のジンパブェに、朝日と読売がケニアに支局がありますが、南ア国内にはありません

。こんな状態ですから南アフリカのアパルトヘイト体制の深部から、人々の悲しみや書び
の襲（ひだ）に分け行って、じっくりと真実を報道し続ける余裕などは日本の記者たちに

はなかなかありません8ですから報道する対象への（愛）と呼んでもよいようなにだわ

り〉が生まれて来ません。
それは例えば、日本の記者たちが、アフリカ報道に関して何の苦痛も反省もなく「部族

」（「部族抗争」「部族同士の殺しあい」）という言葉をむやみやたらに使い続けている
様を見れば、明らかでしょう。19世紀の植民地支配の時代にヨーロッパ人によって「未

開で、野蛮で、遅れた原始的な人々の集団」という意味合いで使われるようになった（部
族〉（TEIBE）という差別語をなぜ今、アフリカ報道に使うのでしょうか。それは、欧米の

人々や日本人に対しては決して使わない言葉です0「ユーゴスラヒアの民族対立」という
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ように、なぜ「南アフリカのポストアパルトヘイトの政治方向をめぐっての民族対立」
といった表現を使わないのでしょう。「部族対立」という表現を使うと、アフリカで起こ
っている問題から私たちと深い関係のある（同時代性）が消えてしまいます。帝国主義支

配のイデオロギーを無批判に受け入れて、それを日本の読者・視聴者にむかって再生産し
ているのが圧倒的多数の日本の新聞記者でしょう。

今南アフリカで起こっている杏惨な武力衝突を、朝日新聞の霜集委且で元アフリカ特派
丘であった伊藤正孝氏は「主要部族コーサとズールーの主導権争いだ。ANCはいろんな
部族出身者、それにカラードや白人も参加しているが、メンバーの大部分はコーサ族、一
方のインカタはマンゴスッ・プテレジ族長に率いられたズ「ルー族が固めている。」（「

朝日」1991・5・10）といった調子で「部族対立」が原因と平然と言い切っています
が、ここからは白人右派勢力や軍・警察の一部、さらにはデクラーク政権さえも陰に陽に
プテレジのインカタにテコ入れして「窯人同士の対立」を演出し腐り立てているという重

要な真実が伝えられることは決してありません。
まだまだ「名誉白人の三〇年」の間に重要な問題はたくさんあるのですが、このくらい

にしておきましょう。最後に一つだけ日本の「経済制裁逃れ」の闇題を付け加えておきま
しょう。

六　経済制裁逃れのテクニック

特に、首本企業の「経済制裁逃れ」の問題は重大です。日本企業の多くは早くから南
ア国籍の現地法人組織（工場）を設立し、そこへノックダウン輸出をするという形をとっ
てきました0名目上は南アの白人の経営するその会社がとんなに苛酷な呆人差別をしよう
と「経営権が異なる」ので日本の実質上の親会社は「無関係」と居直って高利益を上げ続
けてきたのです○トヨタもニッサンもみんなそうです。多くの日本企業が国際的な対南ア

経済制裁の動向にそっぽを向いてきた背景に、こうした籠略がありまし。日本企業の破っ
てきたもう一つの経済制裁逃れの策略は、南ア商品の第三国経由の輸入です。日本二南
アの相互貿易額が世界第一位になるに及んで日本企業は金やプラチナなとの高額輸入品
を、直接南アから買うのをやめてスイス、イギリス、西ドイツなどの会社を経由して輸入

するようになりました。かくして翌年から、日本一南アの貿易額は急減して、日本は世界

第4位とか5位のパートナーになり、国際非難をかわすことに成功しました。こうした統
計上の操作がなければ、現在も日本は世界第一の貿易パートナーでしょう。

日本政府は昨年10月22臥アパルトヘイトは終わり、「南アフリカ共和国の改革過

程は不可逆のものと評価する」（外務大臣臨時代理談話）として南アフリカに対する経済
制裁を解除してしまいました。国際社会に対して経済制裁を要請した当の南アフリカの黒
人たちが「アパルトヘイトはまだ終わっていない0制裁の解除は自分たちかいいというま
でもう少し待ってい欲しい」と言っているにもかかわらずです。英連邦会議では10月2

1日、黒人たちの要求に近い経済制裁の「段階的解除」を決定しています。

南アフリカ国内では依然として暴力抗争が頻発していますが、暮れの12月20、21
の両目に第一回の新憲法制定に向けた全敢覚会議が19組織の参加を得て開催されました

0全政党会議によって作られる5ヶ年闇の暫定政権が新憲法を起草し、そこに少数の白人
の特権を守るための何らかの実質的条項を盛り込もうとする白人政府の考えと、18ヶ月

間の暫定政権の下で行われる一人一票の普通選挙によって凰ばれた議会が新憲法を制定し
、白人保護のための特別規定をなるべく認めまいとするANCの考え万札これから鋭く
対立しそうです0次回の全政党会議は今年の3月中に行われる事になっています。

まだ黒人たちには選挙権もなく、満足な家も土地も学校もありません。しかし、「人種
差別のない、民主的な、統一された南アフリカ」への第一歩が始まろうとしています。

（1992／1／5）



アルピー・サックス教授のこと

林　陽子

南アフリカでは「アパルトヘイト後」の新憲法をめぐってANCとデクラーク政権

との間の交渉がようやく始まった。ANCの憲法草案を起草したひとりに、アルピー

・サックスがいる。ANCの機関誌「セチャバ」やイギリスで発行されている「イン

デックス・オン・センサーシップ」誌上などで明晰な憲法理論を展開している論客と

して、この数年私は彼に注目していた。

アルピーサックスは1935年にケープタウンの白人家庭で生れ、ケープタウン大

学で法律を学び弁護士となった。しかし、ANCの政治犯の弁護などを理由に2回に

わたって拘禁され、弁護士として南ア国内で活動をすることができなくなり、イギリ

スに亡命する。サセックス大学で博士号を取得した後、イギリスの大学で教鞭をとっ

ていたが、75年にモザンビークがポルトガルから独立すると、モザンビーク政府に

招かれて同国へ渡り、独立国家のために多くの法令の起草にあたった。なおサックス

はナミビア独立の際もセミナーの講師として招かれ、SWAPOの法律家たちのため

にモザンビークでの体験を講演している。

サックスはルス・ファーストの親しい友人であったが、77【ストが南ア暗殺部隊

の凶弾に倒れた後、彼自身も南ア政府の標的となり、88年に自家用車に爆弾を仕掛

けられ、右手と右眼の視力を失った。そのため11年間暮したマプトを去り、ロ

ンドンで療養生活を送ることになる。このリハビリの模様は彼の近作“The SDft

Vengeance of a Freedom Fighter’’に詳しい。（サックスは法律家としてのみならず

作家としても高い評価を得ている。最近、彼は「南アの作家は自己の仕事を政治闘争

から解放すべきである」という文書を発表して論議を呼んでいるということを、くぼ

たのぞみさんから教えて頂いた）。

「セチャパ」に載っていた彼の肩書は「ロンドン大学コモンウェルス研究所南アフ

リカ憲法研究センター教授」というものであった。（このセンターは、リハビリのた

めイギリスに戻ったサックスの生活を支えるためにI DAFが基金を拠出してロンド

ン大学に創設したものだと聞いたことがあるが、正確なところはわからない）。

昨年暮に南アフリカを訪問したスコット・ロドマン氏（在東京のアメリカ人弁護士

）から、ケープタウンでサックスに会った、という話を聞き、ああ里帰りできて良か
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ったな、と思った。ちょうど彼の書いたものを系統的に読んでみたいと思っていたこ

ともあり、思い切って彼に手紙を書いてみた。自分は南アフリカの新憲法に関心を抱

いていること。厚かましいお願いだが南アフリカの法体系を学ぶための基本的なテキ

ストを教えてもらいたいこと。帰国できておめでとうございます、南アフリカの将来

のために良い仕事をしてください、という言葉を添えて・・‥・・。

南アでの住所が分からないのでロンドン大学宛てに出したのだが、投函して1週間

もたたないうちにファックスで返事が届いた時には感激してしまった。
”IhwlovelyltlS tO reCeiVe aletter frolnJapan froTn a COlleague actively

COnCerned wlth the qlleStlOn Of establlShlng deTnOCraCy and respect for humarl

rlghtsln South AfrlCa”で始まるこの手紙を、私は今日まで何十回も繰返して読ん

だ。

サックス教授が送って下さった何冊かの本、指示してくれた文献リストはいずれも

私にとってかけがえのない情報源である。これをただ私の本棚に眠らせてしまうので

はなく、そこから学んだことを少しでも日本の反アパルトヘイト運動に提供すること

によって、サックス教授の厚意にお応えしたいと思う。

サックスはイギリスに亡命する隈、6才の誕生日に両親から送られたバースデーカ

ードを持って行った。労組の活動家だった両親は、「大きくなったらこの国の自由の

ために闘え」と6才の息子に記していたという。南アフリカで今、起っている大きな

変化は、すべての人種の、このような人々の努力と犠牲によっているということを改

めて感じた。

☆　☆　☆

なお、ANC憲法草案の根底となる思想を解説したものとして、Albie Sachs　－

PrDteCtirLg　甘urnan Rlghtsln a New Sollth AfrlCa”（Oxford UnlVerSlty Press，

1990）がある。

南アフリカの近代法制史を学ぶためには、Alble SadlS－JustiCein Sollth AfrlCa

（VnlVerSlty Of Callfomla Press，1973）をお勧めする。とりわけマハトマ・ガンジ

ーに始まる南アフリカの非白人弁護士が、南アフリカでの抵抗運動、ANCの結成に

どのような役割を果たしてきたかがわかりやすく叙述されている。
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反アパルトヘイト・カレンダーでお馴染み

の降矢洋子さんが、ジョハネスバークで展覧

会をひらきました。降矢さんの見た南アの様

子を三つの文章にまとめていただきました。

（編集部）
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に此の名所を訪れた者達のへたくそな字の名

前が書きつけられてあったりする。高見から

覗くと塀越しに家はもっと露わになる。日本

でこの規模の豪邸だったら、必ず塀の内側に

緑のものを植えて、家を隠す。常緑樹の葉の

すき問から、瓦屋根がチラチラ位しか人目に

触れないような配慮をする。だが、この家に

は塀から建物迄の間に、遮蔽物が何も無い。

「大胆だなァ。」と、私は思わず言った。

「塀から建物迄たっぷりスペースがあるけ

ど、あの中は芝生ですか？」すると内藤さん

から、意外な返事が返って来た。「プールで

す。」　私が大胆だと言った言葉を受けて彼

は、「ここから弾丸を打ち込まれた事がある

んですよ。割合最近も。」と続ける。さもあ

りなん。

私には、海水パンツ一つでプールサイドに

くつろぐマンデラ氏の姿など想像もつかな

い。アフリカ大陸や、オーストラリア、アメ

リカ大陸など、旧植民地地域に居住する白人

達の「プール付邸宅」に対するあこがれや、

執着の強さに、私はびっくりする事がある。
－王や貴族にゃなれないけれど、せめてなり

たやプール付家主”という、涙ぐましいよう

な心情がある。そういう彼等と付合っている

と、その心情のあおりを喰らって、日本人も

アフリカ人も、そんなものが上昇志向刺激物

としてのステイタスシンボルになって来るら

しい。私は商社マンとしてアフリカや、オー

ストラリアに住んでいる日本人にも、「プー

ル付の家」が自慢で仕方が無い人がたくさん

居るのを知っている。

私はマンデラの家の後、すぐ近くに住む

ウォルター・シスルの家も見に行っ払彼の

家はマンデラの家に比べたらぐっと小さく、

敷地も狭い。簡単な鉄柵のような門扉の向こ

うに、すぐ家の入口がある。その玄関ドアー

の傍に、自転車を固定したような例の運動器

具が、ちょっと古ぼけた姿で置かれてあっ

た。これなら、もしもシスル氏がまたがっ

l与抒’入：ご羊1‾－

ソエトの中にも名所・旧蹟がある。その一

つが、マンデラの私邸だ。この家は、ミス

ター・マンデラが建てたと言うより、未だ彼

が牢獄に捕われていた噴、寧ろミセス・マン

デラが建てたと言えるもので、どちらかと言

えばウィニーさんの好みが反映している建造

物なのかも知れない。いずれにしても、ここ

が名所である事には変りなく、私を車に乗せ

てソエトに入ったエリック・ンゲレザ氏も、

日本総領事館で働く内藤さんも「マンデラの

家兄ますか？」と私に問うてくれた。

マンデラの家は、ソエトの一・椴の人々が住

む家々の並びの中にある。道一本、そんなに

巾広くない生活道路を隔てて、ちょっと高い

所にある。赤茶色の煉瓦塀に困まれたその家

屋は、だから四方から割合によく見えるし、
一見無防備な感じである。二階は、ソエトの

中では最大のガラス窓が、太陽の光をキラキ

ラと、まぶしく反射させて居た。邸宅の脇に

は、その邸宅よりももっと′ト高く、こんもり

とした台地があって、名所に来た人はみんな

そこへ上って「マンデラの家」を見るとい

う。私も登った。赤土の山は、石英のような

半透明の大きな石、′j、さな石がゴツゴツとし

た切口を見せて、乱脈に転がったり積み上げ

られたりして居り、すごく萱りにくい。もし

かしたら、マンデラの家を建てる前に整地し

た時の残土や、土の中から出て来た岩石を、

ここに捨てたのかも知れない。石のあちこち
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その晩夜中に、ブリキを叩くものすごい水

音で目がさめた。「八八ン、あのバケツを使

っているナ。」と私は納得して、何の心配も

なく又眠りに落ちた。明け方近く、再びもの

すごい水の音で目がさめた。空気が急にひん

やりと冷えて来た。それは天井の無い部屋

の、むき出しになった屋根に当たる雨の音だ

った。乾いた、南アフリカの内懐にとっての

恵みの雨は、いっとき嘆がしくトタン屋根を

叩いて去って行った。

朝のコーヒーを飲んでいた時、カメラマン

は目を細めてゆっくりと幸せそうに味わいな

がら、「ヨ←コは雨と一緒にやって来た。だ

から今日から僕はあなたを、マプレ霊　と呼

ぶ。」と言う。私は彼らが、生まれた子供に

どんなふうに名を付けるのか判った・・・と思っ

た。その後は、彼の友達や親類に私が紹介さ

れる度に、彼は私を振かえり、その日はもう

細くなって笑いながら「ヨーコ、あんたの新

しい名前は何と言うんだっけ？」と、私の口

から言わせようとするのだった。

彼の家を去る時、ふと見たら勝手口の脇

に、例の黄色いバケツが、無造作に転がって

いた。　　　　　事sotho語で、雨のこと

て、少しばかり腹のぜい肉を取り足腰きたえ

ようとがんばってペダルをこいでいたと想像

しても、そんなに不自然には思えない。私の

想像の範囲外の事ではない。私はクスッと笑

った。何となくシスルが又好きになってしま

った。

ソエトの家々の勝手口の辺に、黄色のバケ

ツが無造作にころがっている事がある。私は

始め、これは何なのだろうかと思っていた。

そしたら或る夜、急に或る家に泊る事になっ

て、黄色のバケツの使途が判明したのであ

る。嶺る前にトイレへ行っておいた方がいい

なと判断したので「済みませんが・・」と切り

出すと、「エー！これからトイレ？」と、既

に寝巻に着苦えた奥さんが渋い顔をする。そ

して自分らのベッドの脇からブリキの黄色い

バケツを持って来て、これを使いなさいと言

うのだった。私は暫くそれを眺めていた。そ

して「どうしても出来ない。」と言うと、

Whyワと聞かれたのには参った。結局、しっか

りとロックした人口のドアをあけて、100mも

離れた共同トイレへ、ろうそくを灯して夜道

をトボトボと奥さんにエスコートして貰って

行く。空は降るような星だった。電気の無い

その一帯は、どの家もすっかり闇の中だっ

た。あとで彼女の夫と話をしていた暗、プロ

のカメラマンである彼は、どうしても暗室が

欲しいから、その裡自分で造るんだと言うの

で、私は「ダークルームは要らない。夜に外

へ出ればみなダーク。それよりトイレを造っ

た方がいい。」と主弓長した。彼は「満月の月

夜の晩は外が明るいからどうすればいい？」

と大まじめに言うので、奥さんと二人で大笑

いしたのだった。
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引きした男が追いかけられて走るのを見た事

があるけれども、余り見られない風景だ。例

えば私がタンザニアのダルエスサラームで、

いつも東京でやっている様に道を走って急い

でいたら、見知らぬ人からさえ「どうしたん

ですか？何かあったんですか？」と聞かれる

ので、「いえ、何・・リ＼クナ・マタータ」とか

言いながら、きまりの悪い思いをしたものだ

った。

ヨハネスブルグの歩道を走りながら急いで

いる人々の行方を追うと、そこには例のワン

ボックスカーが止まっている。「タクシー」

と彼らが呼んでいるこれらの乗り物は、ラッ

シュアワーが近ずくと道路の辻々に、大きな

建物の周囲に、普通の駐車のような形で止め

られて客を拾う。行く方面別に大体どのあた

りに駐車するか、暗黙の裸に位置がきまって

いるらしく、果人達はされをめがけて走るの

だ。黒人居住区である郊外のソエトへ帰るに

しても、ソエトは歩いたら限りなく広いので

決してタクシー達は同一路線を走るのではな

い。車の中は改造されていて、運転席と助手

席を除いても、最低11人は座れるように

なっている。背丈が2メ1トル近い男や、腰

まわりが2メートル近い女などが混って、時

には荷物をしこたま抱え、或る時は助手席含

めて15人も座って、タクシーは黒人居住区

へ走る。だから傍から見ると、満席になって

≡ヨノ＼ネ＿スブルグ

の－5日寺：わ＞ら’’

ウィークデイの夕方4時すぎから1時間程

の間、ヨハネスブルグ市内の道路という道路

は、大変な混雑になる。どこから現われたの

かと思うたくさんの車が、街を埋め尽くす。

いわゆるラッシュアワーだ。此の匿はオフィ

スや店の開く時間が早くて、朝7時半とかそ

んな時間なので東京の朝夕のラッシュ時から

丁度1時間ずれる勘定になるのだ。私が泊ま

ったホテルから私の個展をやっているギャラ

リー迄ほんの目と鼻の先なのに、うっかりこ

の混掛こ巻き込まれると、車で5分のところ

が1時間になってしまう。一方通行のシステ

ムが、他のアフリカ諸国の都市より行き渡

り、守られているので、車道の眺めはさなが

ら川をさかのぼる鮭の大群のようだ。ビカピ

カのベンツや、フォードの大型乗用車だっ

て、日本産の中型乗用車だって、ちょっとの

すき間があればどんどん突込んで来る。大き

な巨体をうならすようにカーヴを切って車群

の中をかき分けて進む2階バス。排気ガスを

まき散らす旧型の使い古されたバス。毎日繰

り返されるこの光景は、南アフリカに行く前

には殆ど考えられないしろものだった。よく

見ると、バンというかワゴンというか、ワン

ボックスカータイプの改造車が、オフィス帰

りらしい窯人達をぎっちりと乗せてこれも泳

ぐようにあえぎあえぎ進んでいるのが、其処

此処に見える。そして歩道では、何人もの黒

いアプリオ人達がバクバクと走る。横断歩道

を、あっちでもこっちでも人が青信号になる

のを待ち切れないように、車道の信号が赤に

変るか変らない内に気ぜわしく渡り始める。

両腕に下がったビニール袋を買物でいっぱい

にふくらませたおばさん達が、太ったからだ

をゆすってあせりながら走る。街の中をアフ

リカ人が走るなんて、ラゴスやナイロビで万



客を断りつつ走り出そうとするタクシーは、

まるで炭俵を詰め込んだように見える。私も

ソユトにホームステイさせて貰った期間は、

何度も乗った。1時間程のうちに、この種の

車は殆ど発車してヨハネスブルグの中心には

居なくなってしまう。タクシーに乗り遅れる

と帰宅がおそろしく不自由になる。場合に依

っては、途中で乗り換えて、二種類、三種類

のタクシーを次々に中継して帰らなくてはな

らない。市内で乗れても、中絶地点で乗りは

ぐれたり、時間がかかったりする等があるか

ら彼らは勤め先を出るやいなや、気ぜわしい

思いで帰路を急ぐのだ。

5時半位になると、突然町中が閑散とな

る。或る通りなどは、見渡す限り人っこひと

り居ない。夏には、未だ暮れやらない明るい

太陽の下に、シャッターの閉められたオフィ

スや、工場などがずらりと並び、誰ひとり歩

いていないのだ。たった1時間前のあの喧騒

が嘘のようだ。仕事帰りの勤め人が、ぶらぶ

らとショッピングを楽しむとか、のれんをく

ぐって一杯やるとかの風景は、少なくともヨ

ノ＼ネスブルクの路上では、殆ど見かけられな

い。まるで巨大な等で塵芥がはき飛ばされた

後のように町中がつるん、つるんになってし

まうのだった。この巨大な算を、暴力と呼ば

ずして何と呼ぼう？

そんな訳で、家庭を持っている女達は、昼

休みに買物をする。縫製工場の入口あたりで

は、道路沿いにずらりと野菜売りが店をひろ

げる。スーパーマーケットの入口から、景物

を入れたビニール袋を二つ三つぶら下げた、

見るからに勤め人らしい女が、昼休みにあわ

ただしく飛び出して来る。彼女達はきっとそ

れらを、職場の片隅などに置いて午後の仕事

を果たし、夕方には一目散タクシー乗場へ急

ぐのであろう。夕方のラッシュアワーの、街

中が真っ黒になるような混雑ぶりと、1時間

後の無人街とのギャップは、余りにも鮮やか

にきまり過ぎ、余りにも不気味である。この

ギャップが解消される為には、南アの黒人の

生活基盤が全体に持ち上がり、さまざまな問

題点が一つずつ解決されていかなくてはなら

ないだろうと、私は思っている。ひと昔前ま

で、夕方6時を過ぎて黒人が市街地に居る事

はできなかった。今はどうだろう？法の規制

は無くなったのか？未だ残存するのか？いや

そんな問題じゃない。事実目の前のヨハネス

ブルグの街には、6時になったら、道路工事

をしている黒人を除いて、みんな居なくなっ

ちまったじゃないか。

黒人連が夕方仕事を終えたあと、たまには

仲間といっぱいいこうかと、誘い合って市街

地のあちこちで、やきとりなどをつまむ姿が

見られるようになる迄は、私達はこの壇から

目が離せないのではないかという気がする。

法律が取り消された事だけを目安にするに

は、人間生活は余りにも複雑である。やきと

りが何だ？いっぱいが何だ？と思われる読者

も居るかも知れないが、こういった些やかな

事が自由勝手に出来る土地、それは自分らの

土地ならではの事なのである。
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田村幸子

プッシュ大統領が倒れたと知った瞬間、私は－あっ、バチがあたったんだ◆と思った。

彼には沢山の亡霊がとりついているに違いない。

ニュ‾ヨ‾クからシカゴへ向うアムトラック（列車）の中で、イラン人の男性と隣り合

わせた。その人はこう言った。「アメリカの政治は良くない。アメリカは他の国を暴力で

押えつける」と。ウン！そうだ！その通り！と私は心からうなづく。「巨］本の政治はどう

？」と聞くので、「アメリカの言いなりよ」と答えた。ニューヨークの街中で、やたらと

警官の姿が服につく事がある。そんな時、みさ子さんは「世界の独裁者プッシュが来てい

るのかしら？」と言う。

国連のNGOの会議の時、インド人のスピーカーが、“BushlessVorldN。WOrderqと

言った0これからの新しい世界の秩序にブッシュは必要はない。深読みすれば、“力で介

入してくる自己本位の大国主義はまっぴらだ、ということかなぁ。

日本に同行したクライスラーのアイアコッカ←会長は、】偉大なる国アメリがと私達

に向って言った0彼がアメリカを偉大だと思うのは自由だ。だけど、それを他人に押しつ

ける権利は彼にはない0アメリカって、私にはただはた迷惑な国としか思えない。日本は

190億ドルもの自動車部品をアメリカから買うと約束しちゃった。大丈夫かしら？

アメリカに行って驚いたのは、いろんな物がチャチだった事だ。あちらの人は、日本人

みたいに新製品にすぐ飛びついて、まだ十分使えるものをボンボン捨てたりしない。だか

ら、あれはとても古い物なのかもしれないけど、バレリーのも、キースの家のも、ニュー

ヨーク州の山の中にあるお寺のも・掃除機は皆チャチだった。コンセントがスースー抜け

た。バスタブの蛇口は水と湯が表示とは逆に出たりする。水洗トイレは、完全に汚物を流

しきらない。私の買ったノートは針金の止めがおかしくて、ページをめくる度につっかえ

る。全てにおいて材質も作りも安っぽくできている。私は運転をしないから、車の事は知

らない。だけど、友達のキース・テリーも、ゆきちゃんのボーイフレンドのグレッグもー

トヨダの車に乗っていた0そんな訳で、私はアメリカの自動車部晶に対しても懐疑的な

のだ0日本の政府の人達に、愛想笑いを浮かべてアメリカにヘイコラするのはもうやめた

ら、と言いたいけれど、でも気に入らない事があると暴力に訴える匿だからね、アメリカ

はっ外に向ってはミサイルをぶっぱなし、内の中では銃弾が乱れ飛ぶ。「日本は経済で世

界一だけど・銃の所有率ではアメリカが一番よ」と、ハレリーは自嘲気味に言っていたっ

け。
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嫌いなアメリカに二か所だけ行きたい所があった。ハーレムのあるニューヨークとニュ
ー・オルリンズだ。ブラックミュージックを生み育てた場所だ。私はアメリカのブラック

ミュージックを聞きながら育った。私がアフリカに憧れを持ち、アフリカに旅したのも、

今、反アパルトヘイトに係わっているのも、物心ついた頃から私を惹きつけていたアメリ

カの黒人音楽のせいだ。それで、初めてニューーヨークへ行った。9月から3か月弱の滞在

だった。

バレリーも、日系アメリカ人のコウチヤマさんも、私の英会話の先生のお友達だ。二人

ともマンハッタンに住んでいる。2か月の間、私はバレリーのアパートに寄宿し、残りの
一週間をコウチヤマさん御夫妻のアパートで過ごした。バレリーはカトリックのシスタ曲

だ。彼女はICCRという教会の平和組織で働いている。彼女の担当は“ミリタリズム”

だ。しかし、一昨年3週間、彼女は南アフリカへ視察に行った。日本に来た時は、ANC

東京事務所のジェリー・マツィーラ氏にも会った事があるという。9月17日に王CCRの

南ア視察報告会があって、「幸子も出席すれば？」とバレリーが声をかけてくれた。I C

CRでアパルトヘイトの担当は、ドナというユダヤ系の女性だ。やっぱりなァーと思う。

黒人に協力的な白人はユダヤ人だと聞いた事があるから。“差別▼がどんなものであるか

を、身をもって知っているのはユダヤ人だ。9月29日、南アフリカからやって来たウォル

タ【・シスルーの演説会が116丁目のカナン㌧バプテスト教会であった。でも、私は行

かれなかった。出かける時間が遅かった。おまけに地下鉄を乗り閤遭えた。道を尋ねた

ら、皆がそれぞれ違う方向を教える。そのうち、日が暮れきってしまった。最後に尋ねた

人に、「あなたが行こうとしている所は危険な場所だ。こんな夜に一人で行くのはよしな

さい。家へ帰るのが一番だ」と諭されて、私は仕方なくアパートへ戻ったのだ。10月25

臥今度は南アからフランク・チカネがやって来て、ICCRで演説した。私は、昼間の

小さな集会で話を聞いた。ニッコリ笑いかけてきたチカネさんと握手をし、「私は日本の

アフリカ行動委員会のメンバーです」と、おこがましくも自己紹介をした。“日本の活動

状況はどうですかつ‾と聞かれたらどうしようか？と内心ビクビクだった。チャンと説明

できる程の英語力がないからだ。でも、彼は聞かなかった。

私は、ニューヨークで反アパルトヘイトの活動に揺することができたけれど、英語力不

足の為にここでキチンと報告することはできない。私が彼等の話を聞いて分かった事は、

インカタと南ア政府の親密な関係、今なお多くの人が殺されている事、子供達の教育の為

の援助が必要だという事、亡命者が帰国しても住む家も仕事もないという事だ。この中で

私は教育の為の援助の必要性という事を一番考える。南アから“手紙を書く会一に送られ

てくる手紙の中で特に目立つのは、勉強の為の経済援助の依頼だ。ある已突然、解雇され

学費が払えなくなった人。不当に哲繁に拘留され、学校の試験が受けられず退学した人。

刑務所内の学校で勉強したいけど、教科書を買うお金がないと訴えてくる人。これからの

南アは、基礎的な力を持つ人が必要だ。

日系アメリカ人のコウチヤマさん御夫妻は、西ノ＼－レム126丁目、ブロードウェイの

通りに面したアパートに住んでいる。奥さんのユリさんは活動家だ。無口などルは、奥さ
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んを陰で支えているように私には見えた。「マルコムXに会って、私の人生は変わりまし

た」と、ユリさんは私に言った。コウチヤマさん達がマルコムXに初めて会ったのは1963

年で、2年後にマルコムはノ＼－レム168丁目のオーデュポン・ボールルームで演説中に

撃たれ、斜め向いの病院に運ばれる途中、息を引き取った。「あの時は奇妙な偶然が重

なった」とは、マルコムが撃たれた時、演説会場に居たユリさんの話だ。いつも付いてい

るボディガードの姿が、その時はどこにも見当らなかったという。もう1時も前に、私は

アレックス・ヘイリーの書いた“マルコムⅩ自伝”を読んで、マルコムがとても好きに

なった0コウチヤマさん宅の居間には、マルコムXの写真と、私の一番好きなシンガー、

どり」ホリデーを描いたリトグラフが飾られていた。そこで私は一週間過ごした。「この

居間でマルコムが演説した事もあるのよ。その時は入りきらないくらい、人が大勢集まり

ました」と、ユリさんは話してくれた。コウチヤマさん御夫妻は、毎年、マルコムXの誕

生日に彼のお墓参りに行かれるそうだ。

バレリーが、私をブルックリンのカトリック教会に連れて行ってくれた。私が黒人の人

達との接触を望んでいたからだ。ブルックリンには、カリブの島々から移住してきた黒人

の人達が多く住んでいるbその中で、私はアメリカで生れ育ったアフリカン・アメリカン

の肘　エムトゥに会う事ができた0彼も敬虔なカトリック信者だ。私は、Mr．エムトゥに

尋ねた0「公民権運動の後、あなた方の生活は変わりましたか？」。「確かに前よりは良

くなりました0しかし、差別はまだ残っている。私達は、これからも長い時間をかけて

闘っていかなくてはなりません」と、撤・エムトゥは私の問いに答えた。そして、「あの

頃、私達はマーティン・ルーサー・キング牧師の派とマルコムXの派に大きく分かれてい

たのです0私は、マルコムの派でした。大勢の黒人がマルコムの派についてきました」と

話してくれた0キング牧師は白人と同調し、マルコムは黒人としての誇りをもつ事を強調

した戦闘的な人だった。

「私達は今も心から深くマルコムXを尊敬している」と言うMrエムトゥの言葉を証明

するように、ニューヨークのいたる所でマルコムXの・顔－を見ることができる。Tシャ

ツやスウェットシャツに。本屋には彼に関する本が何冊も置かれ、露店で彼の肖像画や写

真を売っている人達もいる。私は1992年版の・マルコムⅩカレンダーーを買った。

二ュ】ヨ‾クの新聞には、スパイク・リーがちょくちょく顔を出す。日本では、通の人

しか知らないのではないかと思うけど、ニューヨークではホットな存在だ。その彼が、
“マルコムⅩ”の映画を撮っている。いや、もう撮り終えて上映されているかもしれな

い。「幸子、あなたもこの映画をぜひ観るぺきよ」と、コウチヤマ・ユリさんは私に勧め

た。日本で上映されるのはいつだろうかウ

マ‾ティン・ルーサー・キング牧師に比べて、日本でマルコムXの名を知る人は少な

いっ今はさびれはててしまっているハーレム168丁目のオーデュポン・ボールルームの

壁には、“マルコムXは生きている”とペンキで書かれた小さな看板が掲げられている。

ニューヨークにいると、“そうかもしれないなァーという気になってくる。一人の心に生

き続ける－という歯の浮くような言葉が・真実の言葉として実感できたのがニューヨーク

でのマルコムⅩ現象だった。



ロン：ダと魔法のロ－プ
／、ミ．チュニア

むかしむかし、祖先から伝わる不思議な力を持つ少女がいた。少女の名前はロング。ロン

タは両親と二人の姉とムウィザという弟と住んでいた。ロング以外の家族はこの不思議な

力を持っていなかったので、ロングの力を少し恐れていた。ただし、父親のデュデュマリ

は例外だった。デュデュマリは祖先の不思議な力の話をばかげていると思っていた。ある

朝、ロングは父親と畑に出かけた。一家はこの他で果物と野菜を栽培していた。ひなたに
いるロングにデュデュマリは大きくて、みずみずしく、甘いスイカを与えた。ロングは父

親に礼を言ったが、どういうわけか、その時は食べなかった。膝の上にそのスイカをのせ

て、父親が別のスイカを食べるのを見ていた。ロングは家で、弟のムウィザと一緒に食べ

ることに決めたので、大切にそのスイカを家まで運んだ。しかし、家に着いたとたんに、
ロングはスイカを食べないと決めた。ロングがこの世で一番はしいものは、女の子の赤ち

ゃんだった。そこで、ロングは祖先にスイカを赤ちゃんに変えていいかを聞いた。祖先は
ロングの願いを承諾した。

ロングは早速、弟のムウィザにこの事を話し、スイカから目を離さないように言った。も

うすぐ赤ちゃんになるスイカだからだ。ムウィザは初め、よくわからなかったが、ロング

が赤ちゃんを欲しがっていることは理解できた。ムウィザはロングの魔法の力をとてもす

ぼらしいと思っていた。ムウィザはみんなにスイカを食べないように、そして、そのスイ

カを赤ちゃんと思うようにと言った。あちこちからやって来た人々はムウィザをあざけり

笑い、ロングをばかにしてからかった。しかし、誰もスイカに触ろうとはしなかった。一

方、デュデュマリは自分の畑で作り、自分の手で引き抜いた果物が赤ちゃんに変わるなん

てことを信じなかった。

毎日、ロングは赤ちゃんの状況について祖先と話した。祖先は赤ちゃんは男の子で、女の

子ではないと言った。ロンダはこの話を喜び、たとえ赤ちゃんが男の子でも全然悲しくは

なかった。ロングは早速この嬉しい話を家族に伝えた。ロンダがスイカを心配そうに見る

目が続いた。少しでも時間があれば、ロングは自分の膝にスイカをのせて、スイカが赤ち

ゃんに正に変わる日に思いを馳せた。

ある朝、ロングの母親はロングに薪を集めてくるようにたのんだ。ロングは母親の手伝い

をいつもすすんでする素直で働き者の少女だったので、喜んで、歌いながら薪ひろいに出

かけた。ロングが出かけた後に、デュデュマリが畑仕事を終えて帰って来た。彼は大変著

がっており、喉が乾いていた。デュデュマリは小屋の日陰に座り、ムウィザを呼んだ。

「何も食べる物がないので、ロングが赤ん坊と呼んでいるスイカを持って釆なさい。後で

畑に行って別のスイカを取って来るから、ロングにわかりはしないよ。」とデュデュマリ

は言った。ムウィザはロングの魔法の力を恐れていたし、彼女が言ったことを信じてい

た。つまり、スイカはもうスイカではなく、赤ちゃんであって、食べるべきではないとム

ウィザは思った。

ムウィザはあまりぴくぴくしていた為、父親の顔を見ることもできなかったし、返事をす
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ることもできなかった。「スイカを持ってきなさ

い。」とデュデュマリは叫んだ。ムウィザは父親

の頼みは聞けないと、くつを振り、声を震わしな

がら、「お父さん、赤ちゃんを食べてはいけない

よ」と、言った。デュデュマリは笑って自分でス

イカを取りに行った。ムウィザが驚いたことに、

デュデュマリは座り込み、スイカを全部食べてし

まった。スイカの皮だけが残った。ムウィザはデ

ュデュマリが畑に戻るまで、小屋に隠れていた。

ムウィザは村のみんなを呼んで、何がスイカに起

こったかを見せた。村人は無言で、スイカの皮の

回りに座り込み、ロングが帰って来るのを待っ

た。やがて、ロングが帰ってきて、薪を母親に渡

した。そして、ムウィザを呼んで、「私のスイカ

はどこ？」とたずねた。ムウィザは恐怖におのの

きながら、「お父さんが食べちゃったんだ」と囁

いた。「何ですって？　お父さんが私の赤ちゃん

を食べちゃったってり」とロングは叫んだ。ロン

グは薪をしぼっていたロープを取って、腰にまき

つけ、歌った。

カミシシ　カミシシ　ヨ、　カミシシ

クウェラ　ナニ　クウェラl

ア　タタ　ワンディリイヤ　クウェラ、クウェラ　ナニ　クウェラl

ワンディリイヤ　ムワナ　ワネ　クウェラ！

ムワナ　ワネ　ワチ・・ンクハタ　クウェラ、

クウェラ　ナニ　クウェラ！

ロンダは歌いながら、空に昇っていった。美しい歌を聞いていたムウィザはロングを探し

に躯け出した。ムウィザは目を丸くしてロン夕が雲の中に消えていくのを見た。そして、

彼は母親を呼びにいった。一家と村人達は外に出た。泣き叫ぶものもいれば、ロングに戻
るようにと叫ぶものもいた。いぜんとして歌い続けるロングの婆はだんだん小さくなって

いった。

私のロープ、私のロープ、私のロープ、私を連れてって、

連れてって！

お父さんが私の赤ちゃんを食べちゃった、　私の

赤ちゃんl

私のスイカの赤ちゃんl

ロンダが雲の中に消え、祖先と彼女のスイカの赤ちゃんのもとに行ってしまったことを村

人達は嘆き悲しんだ。しかし、その中で一番嘆き悲しんだのはロングの父親だった。
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寺王寺『反アパルトヘイトニュースレター‖991年もくじ一覧　幸三舎

謹書等讐へ1月号　　　　　　7月号　諾鰯

墜整整＿翌南アフリカに手紙を書く会　　　　　　　　　　　　　　　　　大西・田沢

田村幸子
二上　り　LJ－

二IIll：

南アフリカの文化的動き
どこへ行くり　反アパルトヘイト
おいでよ、タンザニアl
日本／南ア　経消関係史抄日V）
ウィラ177－▲学校建設資金収支報告
南アフリカに手紙を書く会
サウス・アフリカ・ボイス
3・24袋会のお知らせ
追悼　幼方直吉先生
ANC　二つの喜卜報

ボ　戸卜叫
JAAC招待　ンプレザ夫要の紹介
絵はがき『ナイロビの売春婦』
一枚の絵はがきをめぐって　　　　　　　くはたのぞみ

「一枚の絵はがきをめぐって」に一枚噛む　遠山健
人物画のなかの、売春婦の絵　　　　　降矢洋子
rナイロビの女性」に寄せて　　　　　福島富士男

反アパルトヘイトの絵はがきに岩音姐の遥会があったっトヘイトの絵はがきに売春劇の絵があった

晶雛の土屋菅批判　　霊宝髭
カに手紙を讃く会　　　　　　田村幸子

品豊；さ娼報った南ア　　雛夏雲享

腰熟云どとうとしや

ニュー‡イソヨノより

弘中敦子
山崎卓也

4　月一弓「
アパルトヘイトは終わらない

無言二三‡言芸芸≡孟会　　　　　10月号舶多要子

ネルソン・マンデラ　4／22演説概要　　　　　　　　　　　　　　稲原影

響警雲撃ち。かボイス　　　　　　　　　　　　　　　　　田村幸子
南アフリカに手紙を善く会
SAFE SECT10Ⅳ

ある主婦のひとりごと　　　　　　　　　　　　　　　　　　11　－　12月号

＿一　＿＿　【］旦貝号

言一一、∴l‥一三：一一■：－：≠
“死桐にハガキを－キャンベ＿ンく話芸萎み闇重量三軍重責≡至良譜慧小説F権力争い』

』．・．；・．・．・．・．・．・．・．■－‾■‾■‾・．・．・．・．・，■1冠．；・．・．・．・．・．・．・．・．・．・．・．・．・．・．・・－　‾‾■■　「　●　√・、l■1、■・‾　■U．一一lL、ハ1れ

☆このへ－ジに掲載したパゥクナンバーを販売しま
す。ご希望の号を明記して、編集部宛に郵便振替で
お申し込み下さい。送料込みで一都三百円です。
振替・・東京0－549592

（90年以前蝋9け川－［ついて比へ刑で紋Il封）せください）

松島多恵子

松島多恵子

くぼたのぞみ
SAFE SECTION

アリ・ルムクワナさんに教えていただきました
読者の皆さんへの手紙　　　　　　　　軌山腹文

男豊艶讐孝義量産鑑暴露胃でださったすべての
方々へ

）　竺藍
竺

榛
攣

憾
讐
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☆新刊書の紹介☆
『現代アフリカ入Pヨ』勝イ芙誠著

岩波書店発行　岩波新香　定価620円
“各国の実情に詳しい著者が、そこに生きる人々の声をふんだんに盛り込みながら、今

日のアフリカの政治・経済から社会・文化に至る全体像を鮮明に措く”という宣伝文句を

蚕切らない本です。もちろんアパルトヘイト問題を扱った一章も含まれています。

『南とヨヒの子とごもたち』十色者・世界へ　楠原幸三書
亜紀書房発行　定価1700円

川孤独と虚無の中で絶望する日本の子どもたち。「生きたい生きたい」と叫びながら死

んでいく第三世界の子どもたち。両者をつなぐことなくして人間解放はない！け

学生や若い人たちばかりでなく、教育に関わるすべての人にとって必読の書です。

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。　正字　缶03－3443－9775

●『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 

集郡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 

ます。編集部の住所は『埼玉県越谷市上間久里1051－2三井せ㌦ん台ハイツ716です。 

・新年あけましておめでとうございます。今年は、新憲法制定に向けて、南アは正念 

場を迎えることになります。“アパルトヘイトは終った”として涼しい顔をしている 

マスコミとは一線を画し、今だからこそ力を入れて南アの動きを注視していきたい 

し・、また、南アの草の根の人々と私たちがどのように結びついていくのかを模索して 

いきたいと思います。読者の皆さん、名実ともにアパルトヘイトが死滅するまで、ね 

ぼり強く反アパルトヘイトの声を持続させていきましょう！・本誌のバックナンバ 
－を販売します。9時以前発行のものは在庫なしの号も多いので、必ずノ＼ガキでお問 

い合わせの上ご送金をお願い致します。すべて一部三百円（〒込み）です。（Tom） 

発行　アフリカ行動委員会JAPANANTIAPARTHEIDCO測ITrEE．Tokyo2203－3443－9775 

〒150東京都渋谷区恵比寿4－5－231306　南アフリカ問題研究所内 

編集　反アパルトヘイトニュースレター編集部　郵便振替　東京0－549592 

〒343埼玉県越谷市上聞久里1051－2　三井せんげん台ハイツ716 

発　行　日1992年1月1日　定価3百円・年間購読料3千円 


