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く　南アの草の根EH象富已＞
日本国際ボランティアセンター　柴田久史

今恥　2月初旬から1カ月間，他の2名の日本国際ボランティアセンター（JVC）の

スタッフとともに南ア全国を視察した。今回の視察の目的は，南アの現状調査と草の根の

活動を調べ，JVCの支援の可能性を探ることにあった。約40の民間団体のスタッフと

ANC関係者なとに会い，葦をし，また現地のプログラムを視察した。

私は過去10串まど仕事柄，第三世界のさまざまな草の根団体と接触する機会があった

が，南アの草の根団体の数の多さ，分野の多様性，活発さ，レベルの高さに驚かされた。

そこで∴私の南アの今後の問題点と草の根の団体の可能性について独軒と偏見で感じた

ままを述べてみたい日

商アの今後竺型些塵

南ア社会の本質的矛盾は人種差別だけでなく，現代の南北対立が高度に制度化され，凝

縮された形で存在することにある。現白人政府は，国民全体の資源を収奪し，黒人の生活

形態を破壊し，さらに彼らを安い労働力として利用しながらを工業化を推し進めてきた。

その意味で南ア社会はまさに先進同と第三世界の関係の縮図である。

先進凶と第三旺界は，互いに国境や海を隔てて遇い距離に存在する。意識的に向き合わ

なければ，お互いが世界システムの中で密接に依存しあって生きていること（帝に先進国

側が第三世界側に依存していること）を知覚できない。しかし，南アにはそれが一国内，
一地点に存在する。白人の使う運動場にはスプリンクラーを使って水を撒き散らしている

のに．退路一本隔てた何万人もの黒人が住むスラムには水道がない。巨大な白人邸宅から

車で5分も走ると，トタンでできた巨大な黒人スラムが出現する。さらにヨハネスブルグ

の巨大な都市とホームラント農村の土壌流失したはげ山の対比は，環境さえ徹底的に追い

詰めている邦を示している．，

差別は人権問題であるが，歴史，文化，社会，政治，経済なと多面的な要素が絡まって

発生する榛めて横道的な問題である。皮肉にも国際社会が南アの人権抑圧を非難し，経済

制裁を始めた1960年代に，11本は続折力引Ill験し，南アとの貿易を拡大してず白人の

地位を待たことはそれを緑明している。

アパルトヘイトはまだ終わっていない。しかし．現象　民主化が進んでいるのも事実で

ある。ところが，それが郡市に住む一部の黒人エリートや帝人，公務員などにだけ恩恵を

もたらし，スラム住民】女性．農民の生活は以前のままだとしたら，内実が伴わず本当の

意味での民主化は通成されない白民主的政府が樹立され，もしもその政策の中心に近代化

を前提（工業化を促進し，強力な南ア通貨を武掛こ南部アフリカ全休を包括した経済国を

形成する。）に裾えているとしたら，今まで抑托された側は同胞である農村／都市スラム

の貧困層や周辺諸国の人々を収奪し，いつの問にか抑圧する側に回るという自己矛盾に陥

ってしまうだろう。人種差別アパルトヘイトが鮭済的アパルトヘイトにとって変わるだけ

だ。白人政権も先進諸国もまさにそれを狙っている。南アの人々の苦悩と現実を知らない

気軽な外国人の理想論で言えば，南アの人々はアパルトヘイト政策と闘うだけでなく，近

代化システムそのものと問わなければ真の民主化を獲得することができない。しかし，現

状ではそれを∧NCなとの黒人リーダーに問うのは酷である。

まずは政治的な民主化から始めなければならない。これさえも予断を許さない状況の中

で，将来的な疑問点を粗探ししても仕方ないので，今は政治的な改革に注目しながらその

運動を支接をしていきたい。しかし，将来も睨みながらもう一つの可能性として草の根の

動きに注目したい。
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摘アの革の根の活動

政治的民主化が上からの改革としたら，草の根の遊動は下からの改革である。人々が生

き生きとした差別のない社会建設を目指すには，政治的な民主化はその第一歩に過ぎない。

仙人仙人の主体的な行動と社会参加が，自らの意識と生活を変革し，同時に社会全体も変

葦していく。

それが南アではあちこちでさまざまな分野で起こっているので，その一部を紹介したい。

（Rural入dvICeCeI止er（RAC））

農村の人々に対する専門的な技術（土木／虚業）の追供．共同体の組織化と財政的工面
の方法の指導を通じて，その開発を支援することを目的としている。

例えば，彼らは水道のない農村に水道施設の施工活動を協力するときに一　建設資金は一

鈍も援助しない。施工のために必要な技術を農民に教え，それを雛持管理するための訓練

をする。同センターは施工のために必要な費用を見積もると農民にその費用をどう作り山

すかを指導する。村人は，年長者やリーダーなとで構成された水退施設委員会をっくり，

資金の官職，運営の仕方をセンターから学ぶ。同委月余は建設資金を一律に分担するよう

に村人を説得したり，コンサートサッカー大会らのイベントを企画してその収益金で資

金を捻皿するなどの活動をする。

（Thclnstltuee Eora DelOCratlCllterl）atlVe For Southlfrica（lDASl））

摘アにおいて民主的な（政府への）移行と民主主義的文化を育て強化するのを支援する目

的で，白人の元野党国会議員のリーダーによって設立された。社会，巌済，文化的問題に
ついての討論会を主催したり，対立する政治団体の代表者を引き合わせて相互理解を促進

したりする活動を行っている。さまざまなIdaSaの活動の中に，南アの警察を訓練してし

まうというおもしろいプログラムがある。友好的に警察学校の上官に近づき，彼らを説得

して警察官を欧米の普察学校に留学させてしまう。そこで警察官は法を守る大切さ，市民

に敵対するのではなく，市民に陥力する普察官としての本来の姿を学んでいく。この活動

を始めようとしたときには，家に銃弾を撃ち込まれたと笑いながら語っていた。警官とも

対立するだけではなく，自らの活動に巻き込んでいくという大阻な発想はユニークだ。

（MtrcaII Trce CenLer（人TC）〉

南ア異人の偉大な自然農法家，マジブコ氏によって設立された。南アの人々は土地に根

差した農業によって自立していくとの哲学に基づき，自然農法を実践，普及している。マ

ジブコ氏は，アパルトヘイトが法律化される前の1940年代からこの活動を始め，今で

は軒学者兼仙人のような人である。

アフリカンツリーセンター

のマジブコさん
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くIslnalYa Co”t］nity DeYelop■ent CeTlter）

トランスカイのマウントフレーレ周辺の風凛はエチオピアによく似ている。高地でのど

かな農村が点在する。しかし，森林は切り倒され，土壌流出が敢しい。人々は人口過密状

態で大地にへばりつくように生きている。イシナンバ地域開発センターは．その中心に位

置している。

ノクゾラ・マギグさんはイソナンバ地域開発センターの代表である。彼女は鳥人意識運

動を指導したスティーブ・ピコと共に農村地域で開発運動に従事した。一方，父親のE

D．グウィリザ牧師は，1975年，南アフリカのトランスカイホームランドの農村の人

々の窮状を見かねて，同ホームランドのマウントフレーレにイシナムバ地域開発センター

を設立した。彼はさまざまな農村開発プロジェクトを手掛けようとしたが，何者かによっ

て1977年に暗殺されてしまった。そこで，ノクゾラさんは父の意志を継いで同センタ

ーを引き♯いだ。当時はまだアパルトヘイトの圧政下にあり，さまざまな困難に直面する。

農民も保守的で同センターの活動は反政府運動だと見なし，恐怖と猥疑心から彼女を受け

入れず，投石して追い出そうとした。それにもめげず，彼女は粘り強く虚民を説得して，

設立後15年の歳月をかけて，徐々に開発プログラムを軌道に乗せている。

彼女は農村の女性を対象とした意識変革および教育，技術訓練など総合的なプログラム

を実践している。彼女の農村開発の極めて優れた点は，確固とした方法論をもって臨んで

いることが挙げられる。開発計画を3段階に分け，第1段階を覚醒期，第2段階を協同組

合準備期，第3段階で協同組合完成期として，3年から4年の長期的展望をもって実行し

ている。

現金収入を得たり，技術訓裸をするだけでなく，なぜ農民はこのような貧困の状況に置

かれているのか自らその原因に気づき，目覚めること（加areness）をプロジェクトの第一

段階として設定している。農民たちは目覚めるために敬治，麗済，歴史，社会を講義を受

ける。さらに多彩なプログラム（保健教育／農業／養鶏／レンガ作り／裁縫′／編み物／ブローチ

作り／柵作り／ロウソク作り／家具作り／パン作り／青年教育など）を実際に村の中で実践しな

がら体験的に学んでいく。そのプログラムは現金収入をえる程ともなる。

読み書きのできない農民にアルファヘットから教えるのではなく】プログラムの企画書

の書き方，予算書の作成の仕方を二数えながら識字教習をしている。

農村開発のむずかしさは一　技術だけを先行させて社会の実態が伴わず（先進技術を持ち

込んで人々が扱えない，維持管理できないなど。）人々のやる気を失わせてしまったり，

道に与え過ぎて依存体質をつくってしまうことである。良民の意識変革と技凍l，つまり物

質と精神，心と体をを同時並行的に改善していくことがもっとも大切であり，もっとも匝

難であるが，彼女はその道を歩もうとしている。さらに自らの失敗を正直に認め1その上

でどこが間逢っていて▲　どう改善したらいいのか常に試行錯誤している。

また，その開発の方法は普遍性をもたなければならない。地域への空間的な広がりをも

つこと，世代を越えて伝えられていくことが極めて大切だが．それをも実践している。

こんなすぼらしい農村開発事業が南アフリカの僻地で行われていることに薫いた。その
一つの具体的なプログラムを紹介したい。

Isll】amVa CorDlmnltyI）eveloplコeTlt CenteTの養鶏プログラムの方法は，まず始めに村で

農民（女性）が5人から10人集まって協同組合をつくる。資本金をイシナムバ地域開発セ
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ンターから借り，ケープタウンやダーバンの養鶏業者を訪れ，生まれて1日目のヒヨコを

1500羽～2000羽購入する。2日かけてトラックやバスを使って村までとココを運

ぶ。その間，ヒヨコは何も食べないので，極めて弱った状態で鶏舎に入る。100羽前後

が移送中に死ぬ。尭舎に入れてから炭火で鶏舎を暖め，温度調節をして飼料を与える。鶏

舎に入れてから最初の2日間はもっとも大切な時期なので，メンバーの1人は必ず鶏舎で

寝泊まりをして，ヒヨコの回復を待つ。

ヒココは1カ月間だけ鶏舎で飼い，その後，近隣の村や町で4ランド（180円）で売

る。ヒヨコ代，輸送代，飼料代を含めて1羽につき2ランド（90円）かかるので，収益

は1カ月で1羽につき2ランド（90円）になる。つまり，1カ月で1800ランド～3

600ランドの収益があがることになる。

このプログラムの長所は，

・短期間で収益が高いこと，

・1カ月しか育てないので飼料代があまりかからないし，さらに病気にかかって全滅する

恐れも少ないこと，

・プログラムの受益者が協同組合のメンバーだけではなく】1カ月の鶏を購入した村人も

庭先でそれを飼い，成長させて卵や鶏肉を得られること。つまり，少数の協同組合の活

動が村全体に利益をもたらす。

アパルトヘイトの圧政のもとで，もくもくと日々の生活を支えてきた女性たちの知恵と

努力の結晶でこうしたプログラムができたのだろう。

将来的にこうした草の根の人々の活動が，真に南アの民主化をもたらす原動力になって

いくかもしれない。紙面の都合ですべてを紹介できなかったが，私たちも南アの市民団体

から多くの事を学べると思う。南アは経済的中心地ではなく，NGOの中心地として南部

アフリカに影響を与えていけたらおもしろい。

イシナンバ地域開発センター
のスタッフ、前列左端が

ノクゾラさん
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ジ　ェ　フ　ス　ヒごル　　　　　　　　日本国際ボランティアセンター　高梨　直樹

首都のプレトリアから車で約30分走った所に、半年前に新しくできたばかりというジェ

フスピル・スラムを訪れた。隣接するアトリシビル黒人居住区の「マッチ箱住宅」の絶対

的不足と人口爆発によって、アトリシビルを飛び出した人々によって作られたスラムであ

る。私が昨年の5月に来たときには確かになかったスラムであり、驚いた。明らかにデク

ラーク大洗頴のアパルトヘイト終結宣言の後に形成されたスラムである。面積約30haに

5600世帯、人口2万人が住んでいる。

車で行くと、アトリジビルから道路を一本はさんだ広い平地に、礪立て小屋の輿団、ジ

ェフスビルが出現する。ジェフスビルへの入口は一つになっていた。その入口にこのスラ

ムの住民組織「ジェフスビル開発協会」の事訝所がある。なぜこのように入口を一つにし

ているかというと、インカタなど第三勢力の侵入を防ぐためであるという。現在の南アで、

異人居住区への襲撃事件が頚発し、多くの死傷者が出ていることは周知のとおりである。

最初にこの事務所で、住民組織の議長であるジェフリー・ラモラーレ氏と面会した。大き

な体にもの諒かな口調、就い眼差しに不思議な威圧感の漂う人だ。南アのスラムはスクウ

オツター（不法居住者〉キャンプと呼ばれ、当局による家屋の破壊や住民の強制退去など

激しい弾圧にさらされてきた。ジェフスビル形成の際も、やはり警寮がやってきて住民を

追い出そうとしたが、このジェフェリー氏が一人でその警察を髪迫して追い返したのだそ

うだ。そんなジェフェリー氏を称えて、このスラムはジェフスビルという名がつけられて

いる。そしてジェフェリー氏自身もこのスラムのなかで、奥さんと子どもと暮らしている。

ブロック建ての小さな事務所には、多くの住民が生活上の相談に訪れ　ジェフェリー氏も

その対応に大忙しだった。

2日で一件の家が完成。

右側は昨年日本で研修
を受けていたテイモティ

さん。彼は、アトリジビル

黒人居住区に住む。

ジェフスピルの中を歩いてみた。固い赤土の上に、トタンや板で作られた6畳一間程の

小屋が整然と並んでいる。電気や下水はない。小屋の前にわずかばかりのトウモロコシや

植物を栽培している家もいくつかある。水はアトリジビルから水道管をひき、4500リット
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ル入りのタンク二つに水を貯め、その周りに取り付けられた川個の蛇口が共同で使用され

ている。そこにバケツやポリ缶を持った女性と子どもたちが行列をつくっている。しかし

タンクの水は午前中にはなくなってしまうため、軍が一日二臥　タンク車で水を運んでや

って乗る。トイレはスラムの緑に、共同の簡易トイレが42個点在しているだけ。それでも

ジェフスビル粛発協会の事溺所やこのトイレは、すべて住民自身が出し合った金で建設さ

れたものであり、水も金を払って使用している。

いきなりサイレンを囁らした車が走りだした。何か事件でも発生したのかと思いドキッ

としたが、緊急ミーティングが開かれるという。住民たちが事葦所の前に大勢葉まってき

た。ジェフスビルでは、開発協会によって過一回聞かれる定例ミーティングの他に、こう

した緊急ミーティングも開かれ、生持上の諸問題が話し合われている。開発協会では住民

代表による星夜のパトロールや、各家庭にゴミ袋を配布して毎週ゴミの回収をするなどの

積極的な環境改善活動を行っている。また保育園の建設も計画し、スラム中央の広場を建

設場所として確保している。

入口とは反対のスラムの後ろ側は、小高い丘に崗まれていた。少し放れた所に原子力発

電所が見える。以前は南ア軍の射雲の凛習場だったこの土地は、足元をよく見てみると古

い弾丸があちこちに転がっている。私たちが訪れた日はとくに風の強い日で、ほこりまみ

れのチビもたちの手足は赤茶色に変色していた。塁間からビールを飲み酔っている人もい

たが、暴力事件などはまだ起きていないということだった。こんなジェフスビルの家並を

歩きながら、同行した真田さんは、「難民キャンプみたいだな」とつぶやいた。

他のスラムと比べてジェフスビルは、半年前にできたばかりの新しいスラムであること、

治安が守られていること、リーダーに対する住民の信頼が厚いことなどから、開発協会を

中心とした住民運動がとても活発であるという印象を強く受けた．JVCもこのジェフス

ピルの生酒改善酒動に協力することを計画している。しかし、ジェフスビルの人々も他の

スラム住民と同じように、ずっとそこに住み続けたいと考えているのではない。より条件

のよい土地、安い住宅の提供を求めて、トランスバール州政府と交渉している。まだその

見込みはなく、彼らの生浦は切り捨てられたままになっている。

ジェフスビル開発協会の

事務所、住民は水道代、
パトロール代、ゴミ収拾

代として毎月15ランド

を収める。
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南ア・人々の暮らし

『アパルトヘイトの中で、教育は……』
祥1こ　羊1F

南アフリカの黒人居住区で暮らしていて、一つの結論を得た。それは、今最も重要で、

火急なニーズはいろいろあるが、中でも普遍性が大きくて基本的な事に絞ると、「教育」

と「住居」ではないだろうかと言う事だ。人間の生活が、家族を単位として営まれるとす

れば・その家族を包みこむ“すまい－は、あらゆる意味で大切である。．この際、ホステル

とか・彩る為だけのドミトリーなどは、すまいと考えない事とする。“すまい”について

は、前号の文章の中で既に触れた。同時に夜の闇の中で踊る少年達の事を書いた末尾で、

私は暗闇を、少年達の上にお釦、かぶさる文明の闇ともとれるような言い方で、暗喩めい

てしめくくった。ホームレス・キャンプの、殆ど一部屋しか無い家々からワサワサと顕れ

た少年達を見て、その数に驚くと共に、この子達は毎晩日没以後、電灯の無い夜をどんな

ふうにして過ごしているのだろうと思った。一三のランプやろうそくを中心にして、家族

が寄り添って暮らす事は、当事者以外の人には美わしい。けれども、そろそろ大人になろ

うとしている少年や少女にとって、自分の部屋や、自分の灯が無い辛さは、経験した者で

なければ判らない0特に知識欲の強い子供にとっては、なおさらに。且って、タイの難民

キャンプで働いていた人から、束の間のあわただしい難民生活に於てさえ、子供達へのさ

さやかな学校生活や、読書の楽しみを与える事がどんなに大切で、大きな効果があるかと

聞かされた事があった。或は又ケニヤで、読書の喜びを知った少年の話を聞かされた事が

あった。ケ二ヤ山の喪の、彼の生まれた家を訪れた暗、農家であるその家には、prlntted

matterが何一つ無かった。「読書をする事が、三度の飯より好きなあなたが、あんな環

境の中で育ったなんて信じられない。」と、私が正直に彼に言うと、「だから僕は学校が

好きだったんだ。植民地時代の学校には娃な事がいっぱいあったけれど、学校には図書室

があったし、イギリス人だったが自分の蔵書を貸してくれる先生

も居たんだ。」と、教育環境の不備な中で、唯一、本だけが彼の

知的好奇心を充たし、人間社会への想像を拡げてくれた事を話し

てくれた。そんなあれこれを思い出すにつけ、南アフリカの黒人

の子供達の教育環境は、私にとってとても気になる代物であった。

オレンジ・ファームのカメラマン宅に泊めて貰った翌日、彼は

私を伴って近くの′ト学校へ出糾すて行った。「是非見せたい。」

と言う、彼のたっての要望だった。

赤土の道に、革がまばらに生え、扁平な家々の立ち並ぶ間を歩
いて行くと、空がとてつもなく広く感じられる。空をゆっくり流

れる雲が、東京で見るより低く、近いところに見えた。おおかた

つ
な
γ
、
服
の
エ
〟
里
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の大人達がヨハネスブルクなどへ稼ぎ　　かアシ′み－ん嘲

芸諾警㌘誓讐芸冨宗主警三忘芸墓　場疲
気の中で、何故か遠くにタイヤのゴム

を燃やす黒い煙が、モクモク上がって

いるのが見え、いやな匂が風の具合で

かすかに流れて鼻を衝く。カメラマン

は2m近い長身のせいか、私と話す時

いつもちょっと背を丸めるようにする。

私の耳に近い所で、はにかんだような

笑顔をみせながら境やく。「小学校が

ね、絶対数がほんと足りないの。広大

な地域にポッン、ポッンとしか無かったりして……。親は学校に子供をやりたくっても、

遠い学校に通わせるバス賃迄は出せない事が多いんだ。授業料迄は何とか出せても、交通

費や制服代のかかりは仲々大変だから。勿論歩いて通学する子供は居るサ。近ければその

子はラッキーだよ。寒い季臥例えば6月7月8月に小さな子が歩いて遠路を通うのは楽

じゃない。雨の時も。傘なんて持ってないから。」彼のささやきを一言も聞きもらすまい

と、私は彼の長い脚のそばから離れないようについて行った。

ふと道端に、目にいっぱい涙をためた10才位の少年が、母親らしい若い女と向かい合っ

て立っているのが目についた。あそばの茎のように細い痩せたすねの少年が、足の指で地

面をグチュグチュ掻きながら、何も言わないで母親の目を、涙だらけの大きな目で見上げ

ている。母親は外出着のピンクのワンピースの胸にバッグを当てて何も言わない。カメラ

マンが私の方を振りかえり、やさしい目で何か言いたげに暫く私の顔をじっとみつめた

が、首をかすかに振ってさりげなくかたわらを通り過ぎた。こんな濃密な沈黙臥　とても

ァブリカ的だと思う。よく注意していなければ、全然岸が気付く事の無いような、沈黙の

言葉が交されるのだ。

私達は学校に着いた。泣いていた少年は、当然学令に達しているが、学校には来ない。

煉瓦を桓み重ねた小学校校舎は、波板トタンが屋根の、平屋建てだった。教室が8個あ

る。おそらくその中の一室は教職居室だろう。正面に扇型を逆さにしたような階段がつい

て、土台が高い、かっこいい建て物だったが、窓のガラスが全部割れていた。散らばって

遊んでいた子供達が、長い時間をかけて整列するのを、私とカメラマンと、二人は暫く眺

めていた。15人から20人位の子供達の列が数列並んでいるが、児童数は100人足らずのよ

うだ。制服の紺色のセーターに、白いシャツ、そして半ズボンやジャンパースカートの子

供らが2、30人居るが、あとはバラバラに私服。学校教育で、貧しい所に、何はともあれ制

服を子供らに押しつけるのは、これが欧化、文明化のシンボルと考えられているからなの

だろう。曲りなりにもやっと整列が終ると、先生の挨拶、訓辞、そして歌。どこの学校で

もくりひろげられる朝礼風景だ。子供達の姿は、校舎前のガランとした何も無い、赤土の

校庭で、虫がかたまったように小さくうごめきながら、先生の話を聞いている。それが此

処の習いなのか、みんな手を十文字に交叉させながら胸に当てて立っている。列の後の方

の子供らが、私達を気にしてしきりに振り向く。仕方なく私達はそこを離れて、すぐ地続
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善に建っている隣の中学校の方へ歩いて行った。

アフリカの国々を歩いていて、学校らしいものをみつけると、よく私は覗きに行った。

いつも繁くのは、廃校ではないかと私には思われる殆ど何の設備も無い、荒れた教室が、

廃校どころかちゃんと生きて使われている事だ。だがそれにしても、この中学校の校舎は

ひどすぎる。カメラマンは、のっぽのからだを、ドアの無い教室の入日に寄り掛けて、教

室の内外を覗いて歩く私をじっと見ていた。時は11月の終り、クリスマス休暇の前の期末

試験が終了したばかりの中学校に、生徒の姿は無くガランとしていた。誰も居ない教室な

のに、三梗並んだ校舎の内一棟は天井についた貰光灯がつけっぱなしになっている。スイ

ッチが故障しているのだ。一棟に教室が4重あって、それぞれの教室の切れてない一本か

二本の電灯の菅が、いかのように青白い光を空しく放っている。その光に娘らされて、細

長い板と鉄棒だけの机や、こわれた椅子がひっくり返っている。或る教室には、そんな机

や椅子すら無い。教卓が辛うじて一つだけあり、黒坂代りに壁に直接緑のペンキが塗られ

ている。土台が一都陥没して、壁に亀裂が入り、壁にペンキを塗った黒板もその侭亀裂の

模様入りだ。
「今は夏の初めだから窓にガラスが無くても、ドアが無くても平気だけど、冬はとても

寒いよ。」とカメラマンは、窓枠だけでガラスの一枚も無い四角い穴を指す。コンクリー

トの床にも、えぐったような大きな穴がある。壁に、固い物が当たった跡が無数について

いて、天井が崩れ落ちている所もある。教室を仕切る煉瓦の壁から、煉瓦がポッカリはず

れ落ちて隣室が丸見えの所もあった。カメラマンが手招きして私を呼び寄せ、そこを覗か

せながら、「ホラ、女の生徒が二人で、何か勉強し合っているよ。」と相変らず囁くよう

に告げる。さっき澱旦室を覗いた時、数人の先生達が盛んに成績の集計と、採点記入など

をやっていたが、こちらの誰も居ない教室で、二人の女の子達はノートを拡げプリントを

見せ合いながら、顔をくっつけるようにして何を勉強していたのだろうか。その教室の中

も、彼女達が使っていた机以外は、殆ど壊れていて無惨に床の上に横たわっていた。「こ

こが荒れた時があったんですよ。その時に殆どの設備が壊されてしまった。」カメラマン

の声は、又囁く。

前号でも書いたが、カメラマンの一人娘はここでは勉強して

居ない。おばァちゃんの家に寄宿して、その近くの中学校に通

っている。そっちの方が安全だし、よりよく勉強できるからだ

と父親である彼は説明した。彼らは夫婦共稼ぎだし、娘が下校

後一人でオレンジファームの豪の中に居るのは不安だったのか

も知れない。

私がホーム・ステイさせて貰っていたソエトのオルランド地

区は、オレンジファームよりも古い住宅地で、平屋一戸建て、

小さな庭付きの家々が密集し、道には子供達が走り廻ってい

た。学校はクリスマス休暇が12月1日から始まる所が多く、そ

の前に成績表が先生の手から生徒達に渡される。私が泊まって

いた家にも小学生が一人居て、いつも白の半袖シャツと窯の半

ズボンの制服で、朝7時頃家を出て通学していた。上には三人
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のきょうだい達が居るそうだが、二人はタンザニアのモロゴロ市にあるソロモン・マシヤ

ング学校（略してソマフコ）へ行ったきり、未だ帰って来ていない。もう一人は近所にお

嫁に行っている。一人家に残った末っ子を、両親は眼に入れても痛くない程かわいがって

いる0余り背の高くない小太りのお母さんが、背丈のたいして違わない此の子を見る時の

眼は、一種独特であった。黒目がちの、まつげの長い双眼がじっと注がれる時、子供は金

縛りに会ったように動きがとれなくなり、母親の甘い蜜のような愛をシャワーのように浴

びるのだった。そのくせ母親はこの少年を思うままこき使って居り、近所中にひびき渡る

声で「マトービィ＝」と呼んで、お使いを頼み、異物に走らせ、水汲み、皿洗い、何でも

させる0その時に使われる言葉はmotb訂’stongueの民族語で、公用語の英語でもアフリ

カ‾ンス語でも無い0彼らは日常の割り切れない喜怒哀楽の表現を民族語で身につけ、学

校で公用語の英語を使う時は、割り切れる感情や、知識などを学ぶようである。

或る自私は、どこにも出掛けず家に居た。洗濯したり、台所を借りて料理をしようと患

っていた矢先、午前10時頃、台所にマトビの姿がひょっこり現れた。いつもなら学校に行

ついて居ない時刻である。「アレ、今日は学校に行かないの？それとも、もう帰って来

たの？」と質問すると、少年は浮かない襖で何も言わない。母親は仕事先の保育園へ出掛

けてしまって家に居なかった。勝手口を出たり入ったり、家の内外をうろついていると、

父親が外出先から帰って来た。父親のかわいがり方は実にふしぎだ。気まぐれでバラつき

が多い。特に此の父親の場合、知的要素が強いので、愛情表現がアーティフィシャルであ

る。時々、舞台の上で台詞でも言うように芝居がかった会話を、子供と交していて、傍で

見ていて噴き出す事がある0此の臼勝手口から入って来た彼は、そこにしょんぼりうずく

まっている息子を見て驚いた。すぐ食卓の前の椅子に座り、息子の話に耳を傾ける。聴き

ながら紙巻き煙草をモウモウと吸う。たちまち狭い部屋は煙でいっぱいになった。私は煙

から逃げ出し、二人を置いて外に洗漆に出た。

帰って来ると、彼は一心こ電話を掛けて居た。電話は仲々相手につながらないようであ

った。彼の話に依ると、その別ま“成績表”っまり通信簿を貰う臼だった。マトビもその

積りで豊接したのだが、通信簿は月謝を完納した者だけに

渡されるので、11月分未納なマトビは貰えないで帰された

と言う。月謝は10ランド、日本円で約500円である。「10

ランドを持って、もう一度来なさい。そうすれば通知表を

渡すから」と、先生は言ったそうだ。父親はさっきからず

つと電話器にしがみついている。受け持の先生ではラチが

あかないので、校長に直接話そうとしたら、校長室の電話

に伸々つながらない。「つながっても話し中だ。」と、ダ

イヤルを細長い指で何度も回す。私は、洗った洗濯物を干

しに、再び外へ出た。空のバケツを下げて家に戻って来る

と、電話がやっと校長につながったらしく、父親はしきり

に電話で話している。息子は父親のかたわらに無表情で立

っている0末だ英語の力がそんなに無いから、理屈っぽく

まくしたてている父親の話が、余りよく判らないのかもし

れない0私が聞くともなく聞いていると、どうも旗色は余
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りよくないらしい。“息子はきちんと勉強して試験を受けたんだから、その結果を知る権

利がある。けとか、h月謝と試験轄異の通知と臥それぞれ別の問題だ”とか、－今迄ず

つと月謝は撲ってあって、たまたま11月に撲う分が遅れたからと言って、成練が知らされ

ないのはおかしい－とか・いろいろ正しい事を述べたてても駄目である。50哨無げれば

駄目である。私は・こんなに毎日忙しく働いている人なのに、その時この人のポケットに

は50円も無いんだなと、改めて気付いた。そう言えば、私が洗濯物を干す時、出勤前に

マトビの母親が洗って干して行った洗濯物を取り込んだが・・・・・・と、思いをめぐらせる。彼

の10足ばかりのソックスは今にも穴があきそうなものばかりだった。私は10ランドを息子

の手に渡して、成績表をカチトッテ来させたものかどうか、しばらく迷った。その行為は

私にとってたやすい事であったが＼息子の目の前で父親の尊厳を傷つける行為である事も

確かである。達巡しているうちに、父親と息子は・暑い日射しの中を並んで出掛けて行っ

た。白っぽい土ぽこりを蹴立てて・ひょろ長い父親と、洗いざらしの制服を着た息子が寄

りそって・自分らの軌、影を魔みながら、昼近いソエトの道を遠ざかって行く。

南アフリカ共和国では・白人用の文部省と・黒人用の文部省は別々である。それぞれの

国では児童を教育する際、将来どんな大人になって貫いたいかを考えて、その目的に叶う

ように学校教育を施す。南アでは、白人の子供と、黒人の子供を教育する際、将来どんな

大人になって貰いたいか、政府の要求する「白人の大人」と「黒人の大人」が、それぞれ

全く違うのである。

この話の続きは次号に書く。

「授業風景」一僕には机が無かった－
OrengeFarmの　TsakaneSiz曹e小学校にて

南アフリカの私の友人で、カメラマンの、VictorMatomの作品である。私達は近い将来

日本と南アの両国で二人展をやりたいねと誓い合った。彼の作品は、是非日本で紹介した

い。彼の写真集も・できれば作ってあげたいと思っている0何かよいアイデアはありませ

んか？



部アフリカニュース

◆　白　人投票一一　｝Y E S’に68．7％が投票（り上州－メイル紙3　20，27　号より

投箸より
r‘新しい’南アフリカでも、アパルトヘイトは生きていて、ぴんぴんしています。

黒人の年金受給者は、白人より年金が少ないという政府の予算案には困惑させられ

ます。あの白人投票は一体なんだったのでしょう？」一一一E D

r速に南アフリカの白人は、政治的に成熟してきたと思います。マイノリティとして

自分たちは支配する欄にいたという考えを持ち続けてきた我々も、もう一人じゃな

い、孤立してはいないと感じます。投票者が恐怖感、希望、あるいは自信を持って

票を投じたかどうかは、もはや学問的な問題でしかありません。一一一D W

白人選挙公布から投票までの約3週間で、300人の死者と600人の負傷者という機

牲が出た。グループ同士の対立、列車頻撃、爆破、銃撃戦、・・・あらゆる暴力が起こ
った。「黒人の指導者がY E Sの投票を呼びかけているのに、私たちがむやみに対立し

暴力をおこして、何の得があるのでしょう。政府は、　－白人’が1週間に100人ベー

スで死なないと、腰を上げないのでしょう」と南ア共産党の事務局クロニン氏は言う。

常に傍観を強いられ、それに慣らされてきた黒人の中には、この白人投票を無視し、天

気の話し程度にしか問題にしない人々もいる。「Y E S投票はいいことだが、N Oが多

い結果だって歴き壮しないよ。」

とはいうものの、ソウェトなど黒人居住区のいたるところ一一スーパーや美挙院、家庭

や職場などあらゆるところで皆テレビ、ラジオにかじりつき、投票の状況を見守り、そ

して祝福の声を上げた。
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◆今年度の南アフリカの教育予算
今年、アフリカ人教育は38％、白人教育は11・36％予算が増加した。白人の教育

費は4％減少し、アフリカ人のは13％増加したことになる。

◆人種力主羞別問題でない時
統計を集めたり公にしたりする場合の、人種の扱いをこれからどうするか。また新たな

形での差別が起こる可能性がある。法務省は「犯罪や罰を人種レベルで分析するのは人種

差別的だ」という議論を進めているが、現実はそうはいかない。90年に発表された数字

で、裁判所から各人種に与えらえた体罰は、黒人26983、インド人305、白人11

68、カラ‾ド13459である8カラードの数字は特に他のどの人種より（人口に対す

る）割合がずっと高くなっており、抗議の芦を呼んだ。

「こういったことから、人は例えばカラードにはむち打ちなどの罰があるべきだとの判

断をしてきました」と、防犯・前科者の更生に取り組むレジナス氏は言う。結局、どの人

種グループが法を犯しやすく、それはなぜなのか、といった疑問に終始しやすくなる。

しかし、「南アフリカには加害・被害者両方に関して性別と人種を知る必要性が大いに

あるのです。例えば妻に対する乱暴がエスカレートしていますが、それを一口に－暴行”

と片づけていいものかわかりません。」統計をとることで最も注意しなければならないの

は、そこに公正さがなければならないということだ。

米国国勢調査局によると、91年の統計では・そこで使われている人種の概念は、きっ

ぱりとした生物学、科学的定義を用いているわけではない。人々が自分で自分の人種をそ

うみなす、自己判断によっている。

◆見えなしヽ希望一一モザンビーク
90年8月以来モザンビーク政府と反政府ゲリラ・レナモは10回以上の和平会談を行

い・今年3月には将来の選挙について合意したかりだ。しかし、15年以上続いた内戦状

態から真の平和を取り戻すのは容易ではない。平和臥レナモが単に武器を捨てるだけで

なく彼らが社会の中に再び適応して行くことが必要であることも意味する。

しかし、土地を追われた難民の帰還、まだ続いているといわれる南アフリカ白人政権の

レナモ支援（米国防衛情報局）など、問題は多い。91年末には47億米ドルの外債が記

録され、92年度の予算は約4億米ドル不足しており、外国の援助に頼らねばならない。

戦争でエイズを含む疾病の統計もまともなものが得られない。

平和プロセスには経済の再建が伴わねばならないが、これは高い代償が要求される。I

MF（国際通貨基金）と世界銀行でエンジンをかけられているモザンビーク経済は、すで

に小作農からかなりの税金を取り立てている。

西欧諸国はこの国の社会主義政策
に歯止めをかけることに成功した。

次のゴールは再びモザンビークを

工業製品の市場、資源・農産物の

宝庫として世界経済に組み込むこ

とだ。この、モザンビークの再植

民地化という腰念がある。その時

は自国の統治権に関わる問題にな

るだろう。
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ちようど5年前の5月だった。竹内黍宏さんから電話をいただいた。翻訳の仕事の依頼だ

った。そう、このマジシ・クネーネの『アフリカ創世の神話』だ。

そのころのわたしは、アリスtウオーカーやトニ・モリスンといった北米の黒人女性作

家の仕事ぶりにいたく感心していて「そうだ、わたしたち、日本の女たちに欠けているも

のはこれだt」と、膝をたたく患いだった。いやいやちがう。そこに行くまえに「どうし

て今のわたしはこんなわたしなのだろう」などと哲学的ぎもん（！？）に捉われて閑々と

していたのだ。3人の小さな子どもたちをかかえて、自分の仕事といっても患うように進

まず、手探りをしていたころだった。
『アフリカ創世の神話』のあとがきにも書いたけれど、この本を訳してみようと患った

理由は、彼女たち黒人女性作家の小説や欝などを読みふけっていくうちに、「霧のように

たちこめてわからないことがいっぱい出てきた」そして「それはどうやら彼女たち黒人女

性の暮らしや文化の板となっているアフリカに起源をもつものではないか、とおぼろげな

がら当たりをつけた。そしてそれを知りたいと患った」からだ。

そしてそれはまちがってはいなかったと、この本を訳し終えてやっぱり患う。

けれども、それを確かめるために5年間、ウンウン唸りながらやってきただけかという

と、そうではない。確かに翻訳の作業は大変だった。けれどおまけ（訳業から見ると）も

たくさんあったのだ。本当にいろんなことがあって、ありすぎて、収拾がつかないほどだ。

日本のなかで、まずたくさんの人と出会った。「南アフリカ問題研究所」なるところの楠

原彰さん。クネーネのことについて、南アフリカのことについて、あまりにも知らないわ

たしは、「ちょっと教えてもらおう」なんて軽い気分で電話の受話斧を持ち上げたのが、

どういうわけかその後の数年間はこの本の訳業はそっちのけで「アフリカ行動委員会」の

運動にかかわってしまった。短期間だがアフリカまで行ってしまった。そしてこの「アフ

リカ行動委員会」で出会った多くの人たち。その人その人のもっとも素敵ないい部分で出

会えたような気がする。そういう「場」と「時間」だったのかもしれない。

楽しかった（そんな言い方が許されるなら）。実に貪重な体験もたくさんした。南アフ

リカのすぼらしい人とも、たくさんめぐりあえた。これはなによりの宝だ。シンドイこと

もいっぱいあったけれど、それを上回るすぼらしいことのほうが多かった。

けれども、甫アの人々の苦しさは一向に減らないようだ。列車が無差別に襲われたり、人

が殺されたり。苦しいことのほうが多くなった、などという芦さえ聞こえてくる。

そしてこの日本の、わたしを取りまくものを見渡せば、翻訳を開始したころまだ保育園



に通っていた下の娘が小学5年、上の息子は中3で背丈だけやたらと伸びて170cmを

越した。「まるで監獄のようだ」といいながら中学に通っている。1989年6月のフリ
ーダムデーに3人みんな連れてデモに行ったのを思い出す。

毎日の暮らしのペースがやけに忙しくなってしまったけれど、南アから直接送られてく

る「ウイークリー・メイル」と「ニュー・ネイション」の記事の行間に、これからも眼を

こらし、耳を澄ませていこうと思う。　　　　　　　　　　　（くぼたのぞみ）



フライング！　ダメだよ
金令木　智美

南アフリカは変わりつつある。やがて、一人一票制を定めた新憲法が実現するだろう。

今や、それは世界の常識になっているのかもしれない。しかし、「～だろう」という予想

や願望と、「～なった」と過去型で語る事実とは、根本的な異なる。時代の先端を走るこ
とに快感を感じているマスコミは、その違いをいとも簡単に無視する。そして、そのマス

コミが撤散らす“予想”が、いつの間にか“事実”として一人歩きしてしまうのだ。もち

ろん、その架空の】事実鯛は、本当の現実を軽視することになる。

それにしても迂閥だった。日頃、「検定」教科書をバカにしてきたせいか、南アについ

ての記述が変更されたことに気付いたのは、4月も半ばになってからだった。「平成4年

度用教科書修正のお知らせ」を見てビックリ仰天。すぐに生徒のところへ飛んで行って新
しい教科書を見せてもらったら、本当に｝修正”されていた。

東京書籍　「新しノレヽ社会」（中学生用教科書）

昨年度版 �本年度版 

た。 

4月23日、アフリカ行動委員会代表の田中啓正氏と共に東京書籍を訪れ、担当者遠と

じっくり話し合いを行なった。基本的に私達の考えは理解してもらうことができ、その教

科書を使用する教師たちが誤解することがないように資料を作成して全国の学校に配布す
るという約束を取り付けることができた。

全国の同業者の皆さん、あるいはお子さんに中学1年生がいる皆さん、そして現役の中

学1年生の皆さんl　使用している教科書を“検定”してみましょう。そして、アレ、変

だな、と思ったらすぐに教科書会社に質問してみましょう。経過報告をニュースレター編

集部に送ると掲載してくれるそうです。
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●第2章　崩れゆ＜アパルトヘイト－変革への制約条件

■カー一一Jj■九才Ll事⊥；」よ古舶且■　　　　　　　　上場牡

アノてルトヘイト，何方変わり，何ガ変わらないのか　　　上林陽治

アパルトヘイト下の子ともとちと■■　　　　　　　　■1　■

●巣5章　これから何ガできるか

●第6李　白本の民衆によるマンデラ来日歓迎の記録　　　古田昌夫・下垣窪二

●好評既刊●まんがアパルトヘイトの歴史　A5判　定価95ロ円
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講演会のお知らせ

☆　声巨山　直子さんの講演（演題未定）

E】時　　　5月18　日　（月）

場所　　　蒲田　生活センター

連絡先　大田区役所納税第一課中島さん
℡03－3773－5146

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。　肛ぎ　803－3443－9775

忙しい中、快く執筆を‾引き受けてくださった皆さんに感謝いたします。・降矢洋子さ 


