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南アフリカにおける政治的暴力についての国際公聴会

声　　明　　文

今回の、南アフリカにおける政治的暴力についての国際公聴会は、歴史上最も決定

的な瞬間に開かれた。　私たちは、南アフリカをアパルトヘイト体制から民主的で人種差

別のない社会へ移行させようとする折返点に立っている。

この公聴会は、3つの目的をもって集まった。
－　政治的暴力と脅迫が南アフリカの民主化への移行を脅かしているという証拠を受

け取ること。
－　この暴力を止めさせるイニシアチブをとり、国際社会ができうる貢献策を考える

こと。
－この暴力に関わる問題に対する国際世論を高めること。

この公聴会は、明らかにこれらの目的を達成した。

また、この公聴会は、覚書（非公式書簡）や報告書、その他の資料と同様に、南アフリ

カのさまさまな分野の専門家や証言者から、国際社会が政治的暴力についての真実を学ぶ

ための貴重な機会を提供した。

南アフリカの暴力の根本原因が、アパルトヘイトシステムであり、新しく統一された、

人種差別のない、民主的な南アフリカ、（それは平和で、暴力がはひこる文化を打ち壊す

ことができる環境を保証する）をつくりだすことであることは一般的に理解されていると

ころである。

政治的暴力が現在、南アフリカの民主化移行への期待を深刻に脅かしている段階に逐し

ていることは自明の理である。

政治的暴力は、CODESAを通して行われている交渉過程を崩壊に導き、また、南アフ

リカの多くの地域で閑かれであろう民主的選挙を明らかに阻む性格のものである。

この公聴会は、南アフリカに関する国連の宣言で描かれたような、誠意をもった交渉が

開かれる可能性をっくりだす環境がつくりだされ得るには、何か重要な問題であるかを明

らかにした。

これらの問題のうちで、最も重要なものは以下のとおり。

1）　南アフリカ政府によって秘密活動が引き続き行われていること。

n）　暴力を激化させ、煽動するのにクフォツトや、32部隊のような外国軍を含む特殊

部隊が存在すること。

m）　民主的変化を追求することに対する抑圧装置として知られている警察や治安部隊

に対して黒人多数の信用が欠如していること。



アンチ‘アパルトヘイトこュ‾スレタ‾　　　　　　　　　　1992年8月1日発行　案三種郵便物認可13）

lV）政治的暴力の徹底的な調査活動の失敗、また目撃者を保護することができなかっ

たこと、さらに関係者を起訴に持ち込むことができなかったこと。

Ⅴ）　治安部隊のメンハーが政治的暴力の形成や煽動に関与しているケースの隠蔽。

vl）　多くの単身着用ホステルが襲撃を実行する基地と変形していること。

Ⅶ）　危険な武器の持ち運びを禁止するため有効な法律の導入に失敗し、現存する法律

を実施する機関である警察によって拒まれたこと。

政治的暴力への基本的責任は、暴力を終わらせる有効な手段をとらなかったという理由

で、南アフリカ政府にある。

ナン′ヨナル・ピース・アコード（和平協定）とゴールトストーン委員会は、これらの課

題が着手されるための機構として設立された。しかし、これらの活動は南アフリカ政和こ

より巧みに覆されている。実際、南アフリカ政府は、ゴールドストーン委員会の多くの勧

告を無視してきた。

今回の公聴会に提出された証拠は、ナショナル・ピース・アコードの目的がいまだにな

し遂げられていないこと、またそれ故、国際社会が関与することも含めて、政治的暴力を

終焉させるために特別な主導権が今要求されていることを確信させた。

国連は、OAUや英連邦、ECも含めた他の国際組織とともに、すでにこの課題に取り

組んでいる。

今、決然たる行動が要求される。それには以下の当面かつ緊急の課題かある。

簑二転、幅広い調査やその他の方法によって政治的暴力を効果的に監視するだけではな

く、暴力の真の終焉を保証するために、適切な機構の設立を通して、国際社会は仲裁に入

らなければならない。

簑三生、国際社会は、南アフリカ政和こ対して最大限、出来うるか重りの圧力をかけな

ければならない。従って、宗教団体、労働組合、及び他の民主的組織のような、解放運動

が示した行動を基礎にして、暴力を終焉させるため有効なステップをとらなければならな

い。

簑≡整、南アフリカ政府が、新しい民主的秩序を確立するための過程をこれ以上頓挫さ
せ続けないようにするため、南アフリカについての国連宣言のなかで描かれているように、

国際社会はこの過程（民主的秩序を確立する過程）に十分に参加しなければならない。

国際社会が今このような行動を取らなければ、南アフリカの国連宣言に示されているよ

うな誠意のある交渉が開かれる見通しは全くないであろう。

トレハ一・ハトルストン　1992年7月15日　ロンドン
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川TERNATIONAL HEAR川Gに参加して。

「この国ではかつてないはとの危機に直面している。」

のっけから、いきなりのカウンターパンチだった。

公聴会の冒頭、フランク・チカネ師の基調講演である。

正直言って、わたしは、ポイバトンの虐殺が起こるまで、タウンシップで吹き荒れてい

るこの暴力というものが、これはとまでに’’政治的’’で危機感をはらんでいることにピン

ときていなかったところがある。’90年2月以来、刻一刻と変化する南アフリカ情勢に、

英語力がない、情報分析能力もない、おまけに根気もない、のナイナイつくしのわたしに

は、その推移を追いかけることすら危ういものだった。そのうちに事態はとんとん雲の上

のヒトビトの、策略とかけひさに満ちた”政治”の世界へと進んでしまっているようで、

モヤモヤしていたのだ。アパルトヘイトは終わっていない、という確固たる事実を前に、

じゃあ一体何を、とういう形で具体的な行動に結び付けていけばいいのかわからないまま、

立ちすくんでいた。

ポイバトンでやっと、しかもいきなり目が覚めた。目覚めの勢いで、（わたしはもとも

と寝起きの機嫌が良いはうだ。ただし、アクマのほうは午前中一杯寝たままのことが多い

けれと。）ロンドンまで突っ走ってしまった。気がついたら、そこは、公聴会の会場で、

そこでは、わたしがモヤモヤしている間にもタウンシップの草の根の人々の身の上に振り

かかり続けていた㌧暴力”についてのさまさまな報告と証言がなされていた。

この㌧暴力”は、確実に南アフリカ政府に意任がある。

第一に、タウンシップの虐殺、暴力事件の現場で、警察や治安部隊の直接、間接的な関わ

りを目撃しているたくさんの証人がいる。この公聴会でもポイバトンの虐殺に遭遇したタ

ウンソツプに住む初老の男性が、明らかに南ア警察が現場にいたことを証言した。また、

南アフリカの新聞報道なとが、軍・警察とインカタ自由党との金銭的癒着、秘密基地の存

在なとを暴露している。証人のひとりとして出席した元南ア警察官、Dlrk Coetzeeを追っ

て、南アから暗殺団が送られていたという記事が公聴会の日の英新聞’■TliEINDEPENDENT’’

の一面を飾った。そして、公聴会では、人権協会（Human Rlghts Co】Ⅷ1SSOn）が、90年

7月以来の政治的暴力の発生頻度は、明らかに南アフリカの政治状況に呼応していること

を報告した。90年7月というのは、ANCが武装闘争を停止し、対話路線を選択した時
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だ。つまり、暴力事件は、ANCとその支持者を弱体化させようとするときに増え、デ・

クラークが、ヨーロッパ諸国へ交渉にでかけたりして、南ア政権に危機が及ぶ時、劇的に

減る、ということがカレンダーではっきり示されている。明らかに、暴力事件には何らか

の戦略がある。

白人政府は、ずっと、暴力を使って人々の権利を剥奪するという歴史を築いてきた。こ

の歴史は、デ・クラークの¶改革”の問も、黒人代表との交渉のテーブルにつくかに見せ

かけていたときも、ずっと続けられていた。’’交渉”という高等な政治的テクニックで、

民主的な移行をするかに見せかけて、実はその裏で、確実に交渉を有利にもっていくため

に、より一層巧妙な形で暴力”を利用している。だからわたしのような単純な構造の持

ち主は、クマサレナイゾと思いながら、まんまと策略にからめとられてしまう。策略にひ

っかからないためには、わたしたちはたくさんの事実を’’知る汁ことが必要だ。

南ア政府は、これからもこの姿勢を崩さないだろう。

今一度、経済制裁が、一度は南ア政府を交渉のテーブルに引きずり出したように、この

政治的暴力を終わらせるために南ア政府に全世界的な圧力をかけられないものだろうか。

いま、公聴会で配布された膨大な資料、しかも英語‥・、を前にして、身の引き締まる

恩いでいる。わたしたちは、少なくとも、これをきちんと、日本に住む人たちに伝えなけ

ればならない。いまだ、”部族対立”という南ア政府の宣伝の一翼を担っている日本のマ

スコミに代わって。

9月にこの政治的暴力についての集会をもちたいと思います。

稲垣　佳子
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J♪　EUNICE（ユニス）おばさん　〉♪

5月30日から6月30日まで、ユニス・コマネさんが日本に滞在していた。反差別国

際運動（lMADR）とANCの招きで、南アフリカ、ケープ州、キンバリ－から日本へ

始めてやってきた。

前半はIMADRのプロクラムで、関西に約一週間滞在し、残りはANCのアレンソで

関西、福岡、名古屋、東京とあちこちでプログラムをもった。この後半のいく日かを、私

は彼女と共に過こした。私のアレンジした大忙しのスケジュールに、「忙しい、忙しい、

さびしいボスだ。」といいつつ、「でも南アフリカにいても同じ様に忙しい。」といいな

がら様々なプログラムに積極的に参加してくれた。

彼女は、ANC（アフリカ民族会議）女性同盟地域委員会議長であるが、本職はコミュ

ニティー保健婦であり、看護婦をしていたり、看護学校で教えていたりしたこともある。

女性が生きていく問題を反アパルトヘイト運動に取り組みながら考えており、ANCが中

心となっての女性開発センターの設立にも力を注いでいる。

いくつかの集会等をもったので、彼女に直接会われた方もいらっしゃるだろう。なかな

元気な女性で、ユニスさんというよりユニスおばさんというかんじか、私なんかはするの

だけれと・・・

関西での忙しいスケジュールの間に、私たちは京都の楠瀬佳子さんにつられて温泉へ行

った。温泉、つまりンヤパニーズスタイルハスとでもいうのだろうか。公衆浴場である。

「今から疲れをとりに露天風呂へ行こう。」と風呂の説明をすると、ちょ・つとけげんそう

な、そして好奇心満々の顔をしていた。こじんまりした露天風呂でのんびりして、他にい

たお客さんたちともコミュニケーションをとったりして、そろそろあがろうか‥・とい

うその時。踊りだしてしまうのである。あのトイトイを。そういえば、本当に史トイトイ

タンスが好きである。クプクプという作業所での交流会でも、太陽の子保育園での交流会

でも、あっという間に立って踊りだしている。そして後で、「あんなにトイトイを踊るん

じゃなかった。疲れてしまった。」といいながら、又、次の機会にはトイトイを踊ってし

まうのである。

そんな彼女も3人の子とものお母さん。大学やテクニコンスクールに通っている子とも

たちのこと、キンハリーの事務所の人や地域の人々のこと、南アの人々のことを心にとめ
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ながら、日本での日々を過ごしていた。

「キンハリーはとんな所ですか？キンハリーか好きですか？」という、ある集会での質

問に、「キンハリーは乾燥していて何もない所、沢山あるタイヤモンドは白人のもの、で

も私たちはそこに住むしかない・・。」と言った彼女のちょっと寂しそうな顔が、彼女

たち黒人の生活を蓑している様に感じた。

今は忙しくてなかなか教会へ行けないけれと、前は教会の聖歌隊で歌っていたという彼

女に教えてもらった歌がある。

Jキャーレポハ・キャーレポハ

キャーレポハ・キャーレポハ

キャーレポハ・キャーレポハ

キャーレポハ・キャーレポハ

このキャレポハをギヤホンガ、サンキュウ、ありがとう、と変えてとんとん続けて歌っ

ていくのである。メロディーを知りたい方は，ANC東京事務所の内田まで・‥とうそ。

内田　直子
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一今もな乱黒人政治囚が牢凱つながれている事－それがとりもなおさず、

アパルトヘイトが未だ終ってない事を意味する一

軍与く　ご仁1－－

8月26臥南アフリカから一通の国際郵便が届いた。ペガサスのマークが入った、

PERLUGPOS（航空便）と言うアフリカーンス語のついた見覚えのある封筒。手紙は8月15

日の日付だが、切手の上に押された郵便局のスタンプには、8月19巨］の数字が見られる。

手紙には検閲のスタンプと、検閲者のサインがあった。

眈仁偏此・仙叫8ビ隼すす緒
G〆和し　註叫糾し7鋸叫

接・U鵬払う〆毎S一

‰刺し長引　㍗御
15■　軋中が　持閤

親愛なる同志　洋子さんへ

S・AFRICAのアパルトヘイト支配に対して闘いを挑み、献身的に我々を支え

てくれる、友人の一人であるあなたに会えた事は、私にとっておおいなる喜びでし

た。あなたの訪問の後、人種差別の無い民主主義的社会を作ろうとする私の気持が、
一層高ぶるのを感じました。そして、あなたが会いに来てくれた事に依って、私の心

が安らぎ、とても慰められたように思えます。

あなたが日本から運んで来てくれた、日本人の仲間達の曖かな友情や、善意は、私

にとってとても大切なものです。我々の夢くが、こうして未だに牢獄に捕えられてい

るのだから、あなた方が、デ・クラーク体制に対して今後もプレッシャーを加え続け

る事は、何と言っても不可欠な事です。此の点に関する、あなたやあなたの所属して

いる日本アンチ・アパルトヘイト委員会のたゆみない努力は、我々にとって大きな意

味を持っているし、我々が心から感謝の念を抱いている事を、お伝えしたいです。

それから、あなたが私に置いていかれた、美しいデザインのTシャツと、絵葉書を

有難う。

健康に気をつけて。幸せと誠実をあなたのお手元に・・＝・・・・・

1芸憲㌦藍霊慧　あなたの同志である”thethel。1iよ。

最後に署名された名前を見て、ハツと思い当たる方がいられるだろうが、これは「南ア

の死刑囚に手紙を書こう」と、ニュース・レターのページで紹介された事のあるムテテレ
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リ（mT肛LELI MNCUBl三）さんの手紙である。去る8月12日、私はプレトリア市にあるセ

ントラル・セキュリティ・プリズンの中に、彼を訪ねた。御承知かも知れないが、彼は19

87年に逮捕され、翌年の’88年5月に死刑の宣告を受けた。DEAnISE町訓CEを言い渡され

ると言う事がどんなものか、私の想像力をせいいっぱい拡げてみても、それをリアルにと

らえるのはむずかしい。日常の中に】突然の死¶がある南アで、ともかくも彼は今日の目

迄、死をまぬがれて来たとは、何とすごい事だろう。判決当時は、面会日が毎日であった

と言う。明日をも知れない身であったから、今日が最後の面会日、今日が最後と思いなが

ら、家族は毎日会いに行くのだと、彼の妻であるナムサさん（NAMSA h椚mE）は言ってい

た。もっと厳密に言うと、面会は一日二臥午前と午後に許されたのだそうだ。つまりそ

れは、朝に処刑されるか、夜に処刑されるか、判らないような状況だったのだ。今、彼の

家族に面会が許されるのは一ケ月に二回であり、拘置されている場所も判決を受けた当時

の所から、別の建物に移されている。つまり、文書ではっきり出たわけではないが、一応

死刑からは一歩遠ざかった事を意味するだろうと、家族中で喜んだと言う。

政治因の建物は入口から遠くて、一旦他の面会人連と一箱に、一般待合室に入れられた

後、車に乗せられて奥の方へと連れて行かれた。私は究極の奥まった場所のように思った

が、後で出てから振り返って建物全体を見てみると、意外に道路のすぐ傍にその建物は

建っていて、緊張しながら待たされていた、防犯カメラとインターフォン付の入口も、バ

ス道路から見える所にあるので拍子抜けした。

その日の面会は、正規の面会日ではなく特別に許されたものだった。一ケ月二回の面会

日は家族にとっても、亙人にとっても待ち遠しいもので、其上一回に付き面会は二人しか

許されないのだから、家族の夢い人は順番持ちになる。もしどうしても四人が面会したい

となると、限られた30分の面会時間を、15分ずつ分ける事になるのだそうだ。8月は一応
一回胃がナムサさんと娘、二回目が老いた親達と予定してあって、もし私が行くとすれ

ば、親達と行って、彼らの面会時間を削ってこちらに回してくれると言う事だったので、

私は早々とあきらめてしまった。けれども、出来れば面会したいと言う気持に変りはな

かったので、JVCの津山直子さんと二人で、特例を認めてくれるようチャレンジしてみ

たのだった。

許可は突然降りた。津山さんの交渉の仕方が、

余程うまかったのだろう。私は其日、mA美術ア

カデミイで、とび入りの美術指導二日目のコース

をする事になっていたのに、午前の授業をすっぽ

かしてしまった。午前10時の約束時間に絶対遅れ

てはならないと、二人は早朝に起き、ヨノ＼ネスプ

ルクからクンビと呼ばれる黒人速の乗合タクシー

でプレトリアへ急いだ。刑務所はプレトリアの市

街地に着く一寸手前の、道のかたわらにある。最

初の、車専用の踏切タイプの検門を通り抜けた

後、どれだけのチェックポイントを通り過ぎるか

判らない。こちらが気付いた数だけでも、成田空

港の倍位あったようだが、気付かない内に写真を
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撮られているかも知れないし、どこかから覗かれているかも知れないし、正確には判らな

い。最初に私のカメラを取り上げられて、津山さんのは手さげ袋の底に沈んだ侭みつから

なかったと喜んでいたら、いくつ目かのドアを入ったところで終に何もかも取り上げられ

て、ポケットの筆記用具さえ駄目と言われてしまった。面会場所には、固定された、背も

たれも何も無い丸い腰掛けがあり、目の前には透明だが、ぷ厚いガラスがある。声はマイ

クとスピーカーを通して、やりとりされる。私達の脇には黒人の女性監視員が居る。ガラ

スの向こうには誰も居ない。静かな緊張した空気が充ちている。

ふと見上げると、私の手が届くより遥かに高い位置に、大きな二つの掌の跡が、ガラス

の上にぺッタリと押しつけられて付いていた。体格の大きな男が、からだ中の嘆きを掌の

脂ににじませて、捕われの友か身内か、互いに日と胃を見合わせてガラス越しに手を押し

当てている姿が、目に見えるようだった。人影が動いて、白人の男の監視員に伴われた若

い男が現われる。草色の囚人服の上にジャージーの上衣を着て、廊下から入口を入って来

た男は、臆する事なく眞すぐな視線をこっちに当てて席に着いた。手にボールペンと、何

やらチョコボールの紙箱を展げたような紙片を、メモ用紙代りに持っている。囚人にはメ

モが許されるらしい。津山さんと私は、顔色のいい健康そうな若者を目の前にして、何か

ホッとするものを感じ、自己紹介の言葉から会話に入って行った。彼は、受け取っている

手紙の中で一番夢いのは日本からだ、と言った。このたくさんの手紙がどれだけ励まして

くれるか判らない。単調な毎日の生活の中で繰り返し読んでいるんだよ。その事を是非日

本に伝えて欲しいと。

そのほか「暴力のようなものは無いか？」「たぺものはどうかつ」などの質問に対し

て、「暴力は且ってはあったが、今は無い。たべものは比較的よい。大丈夫。」との事

だった。それが満更嘘でもなさそうなのは、彼の色つやのいい肌を見る事で納得がいっ

た。毎朝7時起床。すぐベッドを整え、歯を磨いて…とか、毎日必ず外に出て短時間なが

ら体操をするとか、つまらない質疑応答でも、外界と切り離された世界の事だからこそ価

値がある。津山さんは、彼が自分と同年令の32才であるのを知り、親しみを一層感じたよ

うである。差し入れて欲しいものは何かと質問し

て、「本などを・・・…もしできるなら」と答える彼

に、「偶数の本はどお？」などと冗談さえ言って

いた。彼の笑顔は美しい。太い男らしい眉の下

に、深い湖のような雑念の無い、大きな瞳があ

る。音、加藤登紀子の夫が学生運動でつかまっ

て、東京拘置所に入れられていた時、無駄の無

い、身のひきしまった彫像のような、いい表情を

していたのを思い出した。ムテテレリが、自分の

理想の社会を、南アの将来と重ね合わせて語る

暗、そのやさしい表情を見ながら、こんな男を殺

したくないものと、私はつくづく思うのだった。

それでも、こう言う男達が塀の内から社会へ出て

来た時の状況は、仲々難しいものがある。それを

感じたのは、「出所したら、先ずまっさきにやり



たい事は何？」と聞いた時である。彼の目は暫く宙をさまよっていた。1960年生まれの彼

は∴　20才そこそこで国から逃亡しなければならなかった。－85年に帰匡して、’87年には

もう逮捕されている。日を追って変化を遂げて行く自分の国の大地に、しっかり足をつけ

た生活が何日あった事だろう。一度は死刑を宣告されながら、辛うじて死を免がれて今日

を生きている青年が、「出所して先ず何を？」と質問されて、具体的なイメージが浮かば

ないのは当然かも知れないが。「取敢えず学校に入って勉強してみたい。コンピューター

とか……」と言っていた彼の、国の将来ならぬ自分の将来について、どう考えていいのか

焦点が定まらないまま、話題は次へと移って行った。
一番私の心に残った話は、最後に来て急にすべり込んで来た。1992年3月、彼の刑は死

刑から終身刑へと切り替った。それをしおに、ナムサさんは正式の妻として、結婚式をあ

げる事を考える。今年の6月29日に刑務所の中で、もう7才になった一人娘を伴って、二

人は小さなセレモニイをやる。親と、数人の身近な友人達が集まった。そしてその後の事

である、すべり込んだ話と言うのは。幸せを祝福し合って式を終え、「では又ね・・・・」と

人々が小部屋の会場を引揚げようとした時、「突然私達の娘のタンディシーズウェ（
WISI刀忙）は、父親がみんなと一緒にそこを出られない事に気付いたのです。彼女は

式が終ったら、勿論父親はみんなと一緒に家へ帰れると思っていたから、ひどいショック

でした。娘は泣きました。」とムテテレリは話をそこ迄進めると、息をちょっと詰めて、

それから続けた。「でも僕を連れて帰れないと判ると、静かに帰って行きました。」
mmISIZⅥ三とは、“民族を愛する”と言う意味だそうだ。吾が子にそんな名前を付け

た、引き裂かれた状況の両親達の気持が痛い程判る。彼の名前であるmETI旺LELIは、
“人々の為に話す”と言う意味だそうだが、そのムテテレリも、此の娘の前では言葉を

失った事だろう。

「もうそろそろ時間です。」と、5年もの人生を牢の中で送った彼は、時計も見ずに30

分の面会時間の終了が近ずいたのを告げた。今、300人の死刑囚が捕らえられていると聞

いたが、此の私の記憶は正しいのかどうか。数字に強い津山さんが、もうじき南アから

帰って来て、きっと正しいデータを提供してくれると思う。ANCと政府との間で、話し

合いが再開されようとしているが、そんな状況の中で、政治犯は近い将来全旦釈放される

可能性も有り得ると、南アで耳にした。（そうなれば、極右的AWBのメンバーも、政治

犯として釈放されるので、これは問題）。そして、そう言う話の一方では、8月に入って

12日迄に、既に4人の黒人政治囚が、不審な死に方をしていると言うニュースもあるの

だ。何事も力の関係で動く、南アフリカ共和国の現状である。角力ではないが、土俵のき

わ迄相手を追い詰めたからと言って、勝った事にはならない。ちょっと気を抜けば、たち

まち自分が土俵下へ追い落とされる世界である。ムテテレリが死刑を免れたのも、日本か

らのたくさんの手紙のせいかも知れない。彼の手紙にあるように、今後もデ・クラーク体

制に、プレッシャーをかけ続ける必要があるだろう。私達は未だ未だ、APARTI旺IDが、ど

んな形で終了を告げるか鈍い目で見守っていかなくてはならない。

☆ナムサさんは結婚前、NⅧSA N甜ⅧCAの名で、マンデラ来日の折、秘書として一緒に来

ている。今は仕事を一旦止めて、ヨノ＼ネスプルクにある国立耶mATERSm肺大学で、教育

学と心理学を勉強している。学生寮に訪ねて行ったが、結構充実した毎日を送っているよ

うで、若い学生の友人達と比しても、遜色の無い学生ぶりだった。
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Ⅶ『殺害された男の埋葬』「
撮影　VI CTO R MATOM

南ア・SOWETOにて

“死刑囚にハガキを”キャンペーン

「南アフリカに手紙を出す会」

降矢洋子さんの文章にも詳しいように、日本から送られる手紙は死刑囚

たちの励みになっています。一人でも多くの万に協力をお願いします。

今月、お患いしたいのは次の死刑囚です。

＊　Jabu Obed MASINGA

＊　Frans Ting Tlng MASANGO

＊　Neo Grlfflths POTSANE

3人ともDelmasの出身で、Mamelodlの警察官、Kangwaneの政治家、その

義理の妹、又Sowetoの警察官の殺人容疑で1989年4月に逮捕され、死刑の

判決を受けました。

＊　　Peter MADJOLI

＊　朋orlWabisl mUNDULU

2人とも、本誌Ⅳ0・48（1992年6月号）に載ったNzimeni Dansterと一緒

にCradock Youth Congressのメンバーで、1989年10月にCradockの農家夫

妻殺人容疑で逮捕され、死刑の判決を受けています。

［宛先〕P r e t o rl a Centr al Prl S On

P rl V a t e B a g X405　P r e t o ri a O O OI

R E P．O F S OUTH A F RI CA

〔郵便料金〕ハガキ70円、手紙10gまで120円、2晦まで220円
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「生と死のはぎまで」を読んで

鳥居　イ憂希子

日本に「差別」は存在する。性「差別」のように目に見えるものと、外見ではわからな

い、白には見えないものがある。見えない「差別」というのは、「差別」する側も、され

る側も、「差別」として受けとられていない場合が多いように患う。

例えば、私の身近な「差別」に大学名がある。まるで大学名が、そのまま“自分”を表

しているかのように、“一流校－へ通っているだけで価値のある人になってしまう。人を

評価する基準が学校のランクで決まるのなら、何のために生きているのだろうか。チカネ

は中等学校時代、「社会にある矛盾」を感じ、「なぜ黒人は貧しく、白人は金持なのか」

などいくつも疑問に思い始めた。しかし私の周囲の人からは、自分達が受けている「差別

」に対して、疑問の声は聞かれない。それは「怒り”を持つか、持たないかの違いだと思

う。

黒人は「差別」に対して怒りを持っていて、それがチカネの活動の源にもなっていると

思う。でも私の身近な「差別」では、怒りを感じるどころか、自分の頭が足りなかったの

だからどう判断されてもしかたがない、と思っている。「どうせ私は」と開き直るか、

「差別」されるのを拒んでいるためなのか、「恥ずかしいから答えられない」と自分の大

学名を隠す。どちらも私の大学ではよく聞かれる声だが、どんな理由があるにしても、自

分を捨ててしまったり、自分の大学を「恥ずかしい」とは、私にはおかしな気がする。自

分がどこに在学していようと、何に所属していようと、自分に変わりはないのだから。で

も、他者よりも「能力」、「頭脳」の優れた人が求められる社会によって、この「差別」

は当たり前のこととして受け入れられている。

「生存のためのたたかい」「黒人を犠牲にして白人の利益を守り、黒人でなく白人に多

くの特権を与える法律に対するたたかい」などをしながら、生活している黒人が受ける

「差別」。これが現実なのだから、と流されるままにしていれば済んでしまうような「差

別」、とは、比較にならないかもしれない。しかしこの2つの違いは、「差別」の大きさ

ではなく、いかに自分の問題として意識しているかの違いだと思う。目には見えない「差

別」なので、何を相手にすればいいのか私にもわからないが、まず現状がおかしいと気付

くことだろう。その上で、チカネがアパルトヘイト体制の黒人にいったように、「劣等感

の克服が必要」であると思う。少なくとも私は、流されるままではなく、私は私なりの考

えをもって生きていたいと思っている。

この本は、南アについてよく知らない私にとって難しい点もあったが、考えさせる言葉

もあった。特にカギソの、チカネが他者のために生活を犠牲にすることは、「純粋なあわ

れみ」からやっているのであって、「自己満足や給料のためではない」という言葉は、何

かを始める時は、いつもどこかで損得を考えていた自分に気付き、恥ずかしく思った。何

だか感想よりも自分のことばかり書いてきてしまったが、国によって問題は様々であって

も、一人一人が自分の置かれている立場を把捉し、考えてみることが必要なのだと思う。



アンチ・アパルトヘイト集会のお知らせ

虜ア′彪物物汐
私たちの課是責を問レヽ直す

1991年、南ア・デクラーク大統領によって「アパルトヘイト終結宣言」がさ

れて以来、世界は南アの民主的邑づくりを見守っていますが、なかなか進展し

ない状況にあります。

その原因のひとつに、相次ぐ「暴力事件」があげられます。そのためANC

は「新憲法制定会議」の席からの撤退を表明、国連も監視団の派遣を決定しま

した。

そこで今回は、南アの「暴力事件」の背景を探るとともに、民主国家南アを

ヨざすために私たちがどのように関わっていくべきかを考えてみたいと思いま

す。ぜひ参加してください。

【日時】　9月26日（土）　3：00　～　5：00

【場所】　日本キリスト教協議会4F会議室

【内容】＊基調報告・・・　・・・・・・＝・＝・・・・‥・‥・・君島洋三郎（日本キリスト教団）

＊「南ア・暴力風土」の歴史的経過…田中啓正（アフリカ行動委）

＊南ア帰国報告・・・・・＝・‥・・・・‥・…‥・…・内田直子（アフリカ行動委）

＊ビデオまたはスライド上映

＊ⅠNTEItⅣATIONALI柁AR川Gの報告…・・・稲垣佳子（アフリカ行動委）

主催　アフリカ行動委員会　　　　　　丑03－3443－9775

共催　日本キリスト教団社会委員会　丑03－3202－0544

◇JR高田馬場駅より都バス早大正門

行き西早稲田下垂3分

◇地下鉄東西線早稲田下車5分
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前ページでお知らせしましたが、もう一度、集会の参加をお願いします。00DESAが

膠着状態に陥り、新しい南アの青写真も見えてこない現状のなかで、アパルトヘイト

を恰も水に流したような議論は南アの人々に死をもたらします。私たちは、いまこそ

冷静に南アの現状をみつめ、どのような関わりあいが私たちに可能なのか模索してい

きたいと思います。一人でも多く南アに関心をお持ちの方々にお集まりいただきたい

9月26日（土）3：00～

日本キリスト教団4F会議室

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。lEF B03－3443－9775

◆『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 

集部あてにお願いします。恵比寿の事務所経由だとかなり時間のかかる場合がありま 

す。特に新規申し込みや継続購読料送金はできるだけ編集部あてにお願い致します。 

編集部の住所は　『　埼玉県越谷市上聞久里1051－2三井せ届ん台ハイツ716です。 

・大幅に発行が遅れてしまいました。本来は8月1日発行の号ですから、なんと40 

日遅れ！しかも減ページのためご不満の方も多いと思います。とにかく、ごめんな 

さい。・大学生の鳥居さんから原稿をいただきました。もっと気軽に意見を聞かせて 

ほしい、いろいろな人の考えを載せたい、というのが編集部の最いです。どんどん原 

稿をお寄せください。・繰り返し読者の皆様にお願いしてきた翻訳のボランティア、 

先日協力していただける方から申し出がありました。これから定期的に南アのニュー 

ス等を掲載できると思います。ど期待ください。・今年の夏、降矢さん、内田さんを 

はじめいろいろな方が南アを訪問しました。マスコミからは見えてこない現実の姿を 

いろいろ伝えていただけると思います。読者の皆さんもお楽しみに。・本誌のバック 

ナンバーを販売しています。1990年以前の号は在庫なしも多いので、必ず編集部にハ 

ガキでお問い合わせの上ご送金をお願いいたします。すべて一部三百円（〒込み）で 

す。・読者の皆様からのお便りや投稿をお待ちしています（Tom） 

発行　アフリカ行動委員会JAp膿甜rI膨脹mEIDCO棚IIT旺，TokyoB03－3443－9775 

〒150東京都渋谷区恵比寿4－5－23－306　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8月1日　定価3百円・年間購読料3千円 


