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ホステルに宿る諸問題（下）

li祥▲丁こ　ざ半‾J‾・

－ホステルとは何か－

ホームランドの痩せた荒地にしがみついていたのではたぺて行けない人達、環金収入が

ほしい人達が、都市や、工場や、鉱山へやった来る。それは南アフリカに限らず、（これ

迄社会主義だった国以外の）さまざまな国で見られた現象だ。工場も鉱山も都市のサービ

ス産業も、そして白人の住宅街も、彼らの労働力が欲しい。南アが他の国と違うところ

は、そう言った黒人労働者が職を得た後、住む所を求めて工場周辺や金鉱近くをウロウロ

するのを拒絶した事である。いや拒絶なら他所でもあったかも知れないが、それを法律や

法令で規制した事である。工場や金鉱や都市の持主は白人である。白人達が占拠している

土地に黒人達が住めないようにする為に集団居住法（むoupAreaSAct）が作られた。勿

論法を作る政府機関も白人のものである。そこでホステルの存在がある。例えばトランス

ヴァール州のホステルは、集団居住法が施行されて以来今日迄、殆ど金鉱で働く、地方出

身の鉱夫で占められている。今、集団居住法は無くなった事になっている。然しその法に

依って作られたホステルの存在は変らない。そしてこれら金鉱の近くのホステル居住者は

男性達だが、ホステルの外で彼らが殺人に至る迄の暴力をふるうニュースは、私達日本人

の耳にも達しているのである。勿論トランスヴァール州だけではない。前号でも書いたア

レキサンドラ、ソユトなどで同様な事が起こっている。私が訪ねた女性用ホステルで、女

達が繰り出して徒党を組み、アレキサンドラの住人に暴力をふるうと言う事は聞いていな

いが、近くにある男性用ホステルの人々から集団てこのホステルが襲撃された事があると

言うのは耳にした。ベイルートと仇名されているここの男性ホステルは、建物だけ昼間見

ると何の事は無い。然し私が南アに居る間に、夜アレクサンドラの教会から出て来た聖歌

隊の女の子達が雲われて殺されているのである。そしてあの、クワマタラ男性ホステルか

らの組織だった集団に依る、ポイバトンの殺我と破壊である。彼らが走り去った後に、少

なくとも42人の死体が残され、人々は恐怖のどん底にたたきこまれた。

今、南アで「ホステル」と言うと人々は暗い表情をする。その言葉を聞くと、南ア黒人

の胸に戦慄が広がると言う。その言葉から浮かぶイメージは、血なまぐさい死、裸に近い

男達、怨恨に燃える二つの眼、身がまえらわたマチェーテなどなど。

勿論私は、ポイバトンの虐殺事件が、男性ホステル居住者の集団ヒステリー行為である

と言うつもりはない。No・50のニュースレターで、政治的暴力についての国際広聴会に出
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席した稲垣さんが書いているように、暴力する集団の中に警察や治安部隊の婆があった。

彼らのかかわりがあったからこそ、ANCの態度が硬化したのである。只のヒステリー現

象だったら、当時進められていたANCと政府との話し合いがストップするとところ迄行

く筈はない。けれども、ホステルと称される一町村の人口にも近い、たくさんの居住者を

ぎっしりと詰め込んだ箱があって、その箱の中に出口を求めてうず巻く莫大なエネルギー

があった時に、それを利用しようとする悪智恵のある者が、そこに近付いてもおかしくな

－ホステ硯今どうなってるか－

ここで少し男性ホステルについて書いてみたい。私が始めてソエトを訪れた1991年∴私

を車に乗せて連れて行ってくれたエリック・ンゲレザさんが、高い坂の上からソエトを僻

轍する形で指さし、「ホラあれがソエトだよ。」と叫び、すぐその後で「あれがホステル

だ。」とまるで最も重要な建物でも指摘するように力をこめて、居住区の入口近くに立っ

ている四角ぼったあずき色の建物を私に教えた。それは日本の三階建ての′j、学校の校舎位

の大きさである。そして、その周凶にぐるりとフェンスがめぐって居り、更に例のトゲト

ゲのあるバラ線が束になって取り巻いて転がっていた。昼間だったから皆働きに出はらっ

ていて、中はもぬけのからだったのだろう。シーンとした静かな建物のまわりに、とぐろ

を巻いたように転がっているバラ線は、ひどくものものしく場違いな感じに見えた。

以前は、こんなフェンスは無かったのだそうだ。フェンスに囲われる事に依って、中に

住んでいる男達は増々社会から逓斬された気分、即ちがまんしなければならない要素や心

理的プレッシャーを一段と感じるようである。ここのようにヨハネスブルクと言う大都会

に近い黒人居住区のホステルには、金鉱山のホステルとは又別の問題がある。勿論ここの

ホステルだとて、バラバラにいろんな言語を使う地方からの出身者達で占められている点

では変りない。以前、ホステルの住人達は都会の新しい環境に慣れようと一生けんめい

で、ソエトの住人達と近付きになろうとしたり、部屋に招待したりする人も居たそうだ。

けれども私達外国人から見れば同じアフリカの黒人と言う事になろうが、片や都会生活や

職場暮しで洗練されたマナーを身につけたモダンな町の人達であり、もう片方は田舎のね

ずみよろしく、学校教育も満足に受けてない保守的な男達であって、共通する話題も興味

もまるで無いのが現実だった。家族から引き裂かれた男達は、結局へベレケになる迄アル

コールの中に彼らの悲しみを流し、闇夜にまざれて部屋に連れ込む売春婦にsexのはけ

口をみつけると言うおきまりのコースを辿るようになる。それでも三、四年位前迄は、ソ

エトの住民とホステル居住者の間に、悪くない共存関係もあったし、地域ぐるみの付合気

分もあったそうだ。今はガラリと変ってしまっている。

二年程前、始めてF・W・デクラーク大統領がソエトの中の或るホステルを訪問したそ
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うだ。それはどのホステルであったか特に書かれてはいないが、ヨハネスブルクの方向か

ら南西にあるソエトを訪ねた場合、すぐとっつきにある比の男性ホステルでは多分ないか

と、考える。彼は、その人口過密な状態、むさくるしく不潔な有様にショックを受けたそ

うだ。彼がホステルのひどさを知らなかったと言ったら嘘になるが、「ウーム聞きしにま

さる・・日・・」と言うのが正直なところだったろう。

ソエトの中のスクォッターキャンプと呼ばれている地域に、今もどんどんふえ続けてい

る粗悪な手逼りハウスや、居住地の家々にあとからあとから人数が加算されていく実態を

見ると、ホステルの人口過密も、不潔も、デ・クラークが行った時より更にひどくなって

いるのが想像される。

－もっと具体的に－

「ホステル居住者達の生活条件を一見すれば、そこに住む彼らの心のあり方が判ろうと

言うものだ。」と、月刊N印African1993．1月号にF・クマロさんが自分の見、聞きした

事を語っている。F・クマロさんは、名前からズールーの人ではないかと思う。彼は人口

過密と不潔に加えて、ホステル生活のプライヴァシィの無さを上げている。例えば、ダー

バンにあるダルトン・ホステルでは一室に70人の人が窺ていて、四つのホットプレートを

彼らの共同調理台として使い合っている。みんなが食事をする時間になると、食塩、ポッ

トなどの料理に必要なものを持った男達が、自分の料理する番を待って長い行列を作る。

と言うのは、そこには食器戸棚も冷蔵庫も無いから、住人は衣類などと一緒に食品をし

まって置くようになっている。一目で或は一回で使い切る量だけ買うように彼らは気をつ

け、それらを持って並ぶのだ。同じように、彼らは四つのシャワーを幌番に使っている。

シャワーはいつも冷水だ。

又、他のホステルは三重の家が長屋状に建っている。一室に付き一ダースもの男達が住

み、メイン・ルームは台所兼食堂としてみんなが使う。別のホステルではガランとした大

きな建物で、中を大部屋に仕切り、各部屋にはベッドが並び二十人位の集団が宴ている。

そんな中での生活を私達が想像してみた時に、私達の目にはどんな情景が目に浮かぶだ

ろうか。或る人は、まるで毎日が修学旅行のようだと思うかも知れない。
一晩中喋りまくっている酔っぱらいが居るかと思えば、その同じ部屋の中に横たわって

いる説教者が居たり、銃の密輸で生活している政治活動家が居たりする、とクマロは言

う。この銃の密輸は、近頃はやりの商売なんだそうだ。ベッドの或るものは只のコンク

リートの厚板だけだったりする。居住者はこの上に載せるマットレスを自分で買わなけれ

ばならない。（ホステルと言えども、彼らはちゃんと家賃を掬っている。アレクサンドラ

の女性ホステルで闇いたら、宿賃は案外高い。高いのに設備が悪い事を私が指摘すると、

そこに居合わせた一人が「でも私達は外国人だから、言いたい放題言えない」と言ったの
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には驚いた。ホームランドから来ている外国人だと言うのである。）さて、男性ホステル

の中だが、或る男達はベッドで酒場を開いている。そのベッドには、禁酒論者や信仰深い

クリスチャンがゴチャゴチャと眠っていたりする。飲んだりパーティーをやったりするか

たわらで、必死に眠ろうとする者は朝が早い。明朝夜明け前に起きて仕事に行かなければ

ならない。

うまくやっている酒場のオーナーは、禁止されているアルコールの商売に目をつぶって

貰う為、ホステルの警官に何がしかの賄賂を渡している。ホステルの警官も又、南ア警察

の手入れがあるとの報をいち早く酒場のオーナーに知らせる。ドラッグ、銃の密売に関す

る手入れも同様だ。こんな話もある。非番の警官が不意に現われて、不法商売の商人から

商品やお金を奪ったりもすると。

彼らはよくても一週間に一回しか掃除をしない。トイレットはいつも便器から糞便があ

ふれ、きたなくつまっている。ホステルには大抵電気が来ている。しかし電灯はこわれて

つかず、住人連はろうそくを使っている。こわれた電球や設備が変えられる迄には、長い

こと待たなければならない。

工場や鉱山の近くのホステルは、労働契約された労働者の為に建てられた。一年に一ケ

月の休暇が契約の中にはあるが、それをとる目を彼らが選ぶ事はできない。年とった男達

は田舎に妻を残して来たっきり、男やもめになってしまう。老人達は身の回りの一切、例

えば料理、洗濯、アイロン掛けなどを一年を通して殆ど自分でやっている。ホステルのお

蔭で、結婚生活も、家族関係も、家庭も壊されてしまった。女房持ちの男が、街で若い女

と出来てしまって子供を作り、もう故郷の妻のもとに帰らなくなってしまったり、反対に

十一ケ月も田舎の家を留守にしている問に、妻が他の男との間で子供をみどもって屠たり

する例も多い。私が1991年、ヨハネスブルクで開催した木版画展の会場で記念講演をした

際、「アパルトヘイトと言うシステムは、単に黒人と白人をアパルト（分離）しただけで

はない。アフリカ人の文化や生活のベースだった人間関係、特に家族をバラバラにアパル

トしてしまった。」と言った時に、会場のアフリカ人の間から「あんた南アに始めて釆

たって言うのに、俺達のことよく知ってンじゃねェか。」と言う反応の声が上がったので

－分断して支配－

なぜ地方から出稼ぎに来た人々を男女分け、それぞれのホステルに住まわせたのか。黒

と白と中間色と、肌の色別にスペースを分けて住むとか、男と女と分けて住まわせるとか

（ホステルの場合は住まわせると言うより、収容すると言う方がふさわしいのだが）こう

言う発想は羊の鮭い込みにも似て、牧畜民のアイデアから来たものではないだろうか。農

牧の民が、種の保存だとか、家畜の出産室コントロールだとかにかける情熱は古代キリス
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卜教発生以前から彼らの長い歴史を彩っている。更に、養鶏場では食肉用鶏には卵を抱か

せない。食肉用の雄牛や雄豚は去勢してしまう。黒人男女の労働力をめいっぱい、合理的

に得る為に、よけいなものは一切排除したのも一つの理由だろう。又、労働者として肉体

的に一番元気な数年間をそこで過ごさせ、ポロになったらお帰り願おうとも考えただろ

う。そして何よりも、家族連れで住み続けた人々に「js前さんの土地は、ここじゃないん

だ。」と言えば問題は起きるから、あく迄も「ここはお前さんにとって仮の土地であり外

国である。お前さんの国はあっちだよ。トランスカイだよ。シスカイだよ。そこにはお母

さんが居るだろう。お父さんが居るだろう。子供も居るだろう。」と言う事なのだ。男女

別のホステル方式も、南アの「分断して支配する」と言うやり方を一貫させたに過ぎな

い。今、いくつかの政治的な、或は福祉的な機関が、性別ホステルの方法を止めて家族ぐ

るみのホステルに移行すべきだと、声を大にして要求している。が一方では、今迄通りの

ホステルのシステムを、永久に続けて行こうとする強力な院外団体も存在している。

－ホステルとインカタ自由党」

F・W・デクラーク大統領は、ソエトの中のホステルを訪問した後、こうしたホステル

システムを直ぐ撤廃するよう要望を出した。するとインカタ自由党の代表であるガッチャ

・プテレジの強力な反対に直面した。私は、デクラークがガッチヤマンの前で前言をすぐ

ひるがえすような無力なキャラクターだとは思わない。然し、インカタ自由党と白人政府

との間の「関係」が、ホステル施設に出したデクラークの手をひっこめさせたと考える。

インカタ自由党の息が掛ったトランスヴァール住民協会の説明では、「ホステルの撤去

は、ホステル住民がホームレスになる事を意味する。住む所を失うかも知れない言う不安

が、奴等をどこへ駆りたてるか判らない。黒人居住区に大挙直行して彼等の家を占拠する

とか、手のつけられない暴力争いや、混乱は必至である。」

インカタ自由党がホステルの存廃問題に口出しするのは、心底ホステル居住者の利害を

考えての事ではなく、男性ホステルが無くなってしまうと、その勢力基盤を失ってしまう

からだと言う声がある。前記のような条件下に住み、フラストレーションを抱いている男

達が、政治的言辞を弄するアジテ一夕】や、大物、顔役などの巧妙なあやつりにたわいも

なくひっかかる心理的下地を持っていても不思議ではない。F・マクロもそれを指摘す

る。ホステルの新入りがベッドを得る為には、ホステルの中をシキッテイル男、つまりボ

スからインカタ自由党に加入するよう言われたら呑まなくてはならない……との噂も絶え

ない。勿論インカタ自由党の指導部は、これを強く否定している。然し、クワマダラのホ

ステルはインカタ自由党の一拠点、要塞とさえ言えるものであり、そこからポイバトン襲

撃の軍団がくり出されたのは、誰でも知っている秘密である。南アの政治暴力の調査と南

ア政府への勧告の為に設立されたゴールドストーン委員会は、これ迄何度か嚢撃されたプ
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ラントヴィル黒人居住区がANCの活動拠点の一つであって、やったのは近くのムーイリ

バーホステルから出撃してくる連中だと、動かぬ証拠をごく最近つかんだ。

暴力査察団休（VlOlenceMDnitorlngbodleS）の調査に依れば、1991年1月から1992年

の5月迄、17ケ月の間にホステルから出撃したグループの暴力で273人の死者が出てい

る。状況がよく判らない外国人から、「黒人どうしのいがみ合い」とか「部族間争い」と

か言われがちな暴力行為は、実は長年のアパルトヘイト行政が生み出した、当然の結果で

ある。うわっ面だけ見て、ズールーの人達はインカタのメンバーで、コサ人達はANCの

メンバーだと言うのは、南アの複雑な政治他室を余りにも単純化、図式化し過ぎだと、

F・クマロが指摘。

私は、南アフリカに一日も早く平和な日常がやってくる事を望んでいる。が然し、アパ

ルトヘイト体制下で、南ア黒人の中でも最も搾取されていた人々が、アパルトヘイト消滅

に伴う激動の中で新しい魔の手に、又もや生命や生活を奪われる結果になるのは情けな

い。薄汚れたアンシャン・レジームを取壊す時さえ、社会のより弱い所へ犠牲がしわ寄せ

されるのが、今迄の歴史の習いだとすれば、それを防ぐには一体どこから手をつけたらい

いのだろう？今迄しがみついていたホステルからさえ退いたてられ、まっさきに生活を

怯やかされる存在として百万余の人々が今ここに居ることを考える。今更ながらアパルト

ヘイトシステムの悪業の深さを感ぜずには居られない。

《後記〉
今回は男性ホステルについて書く方に片寄ってしまった。矢張り、今南アの中で起って

いる政治的暴力の問題が、私の中にひっかかっているからだ。

昨年、三回アレクサンドラ女性ホステルを訪れて、居住者の中に知人も出来て、日曜を

はさんで何日か泊めて貰う約束もした。日曜には、普段外へ働きに行っている女達も部屋

に居るからだ。そしたら丁度ANC主導のゼネラルストライキが始まり、ホステルへ行く

交通機関もストップし、予測できない危険を警告する人も居て、約束は実行できなかっ

た。女性ホステルについては、この次南アを訪問して泊めて貰った後にでも詳しく書くこ

とにする。

今回の原稿は1993年1月号のⅣevAfrlCanに掲載されているフレッド・クマロの記事か

ら参考資料を得た。

頂粗い仲劇恒

証璽堅さ姦二・‘！√－●…
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華h‾ナト　Il■：‾一F一

個人の思いや仕事の関係で、この2年の間に4回南アフリカを訪れた。どう

して南アフリカに行ったのか。はっきりとした理由は難しいが、その中の一つ

に南アフリカのこどもたちの生活に興味があり、日本でいう保育園、幼稚園の

様なグループをのぞいてみたい、そしてそこから南アフリカと関わりたいとい

う気持ちがあった。南アフリカの草の根のグループの人にコンタクトをとっ

て、いくつかの保育園、幼稚園、養護施設、学校等を見学した。あくまでも見

学の域を脱していなかったのが問題点だったと思っている。

いくつか見学した保育鼠でのことを考えてみる。まず一日がどんなふうに過

ぎていくか、その一部分だけの事が多いが見学させてもらう。もちろんこども

たちと澄んだりすることもできる。それから保育に携わっている人の話を聞く

時間を少しつくってもらう。その中で、こどもたちの生活、保育盟が運営して

いる必要性、保育園のもつ問題点などを問いたりする。彼らには、満足がいく

ことはなくても問題は山のようにある。両親がでかけて誰もこどもの世話をす

る人がいないこと、それを補う保育園の役目を親が理解しないこと、保育料が

払えないので保育園に通わせられないこと、運営にあたっての助成、教材、設

備等が全く足りないことなど沢山ある。南アフリカ国内の黒人が住む地域に

よっては、保育園がまだまだない地域もあるし、保育園がつくられはじめてま

だ数年という地域も多い。保育園ということに関して考え始めるのはこれから

だろうと考えられる。また、いったい何が保育なのかと言う時、どんな立場、

考え、文化、必要性などをもって言うかによってできてくる保育園の様子は随

分と違ってくるのだが、私が訪れた南アフリカのいくつかの地域の保育園等で

感じたことを書いてみたい。

とてもおおらかで、大声で話し、どこでも歌を歌ったり踊ったり、日本に行

きたいと言ったり、そんな南アフリカ人に多く出会った。そんなおとなの多く

も、こどもに対してはなかなか厳しい。と言うよりは、おとなの思うようにこ

どもは扱われているように感じる。例えば、こどものケンカ。ケンカというの

は、こどもの世界にとってお互いの人間関係をつくっていく上で、欠かせない
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人との関わりだと思う。しかし、多くの場合ケンカは、おとなの「そんなうる

さいことはやめろ」というようなヒステリックな感情によって止められてしま

う。確かに保育園によって違うが、保育をする時の何を目標にしているかがな

かなか分かりにくい。何を目標にするかによって、おとながこどもに対する態

度は変わってくる。私が保育を考える時、基本になるのは、日本の社会の中で

学んだ欧米の数ある保育理論や心理学のほんの一流れのひとかじりにすぎない

ので、そういう感覚で見たことを判断するのは非常に危険だが、しかし、あえ

て言ってみる。南アフリカで必要な保育とはいったいなんだろうか。日本人が

外国において保育、教育関係の援助をする時、必要なことはなんだろうか。援

助とはなんだろうか。南アフリカのこういった施設には、海外、特にヨーロッ

パの教会や諸団体が多少の援助をしているところがあるが、その保育内容にま

ではなかなかである。しかし、その保育内容が実は大切なのではないだろう

か。保育内容は表面的にみると、もちろん施設や一日のプログラムなどもあげ

られるが、その前に十分に考えておくことがある、と強く感じている。つま

り、私が彼らと話して感じる彼らのもつ保育園のイメージは、設備、建物、教

材等、欧米の保育園の外観をイメージしているように感じるのである。黒人側

は無意識に白人社会の価値観をイメージとして自分たちの生活の中に取り組ん

でいるように思える。しかし、外観とはあとからでてくるものであり、外観が

でてくるにはその前の段階がいる。その前の段階とは‥＝まず、なぜこどもを

集めるのかというところから始まる。

確かに、こどもを集める意義を保育者たちは感じている。・こどもたちは両親

が働きに行くのでケアーするおとながおらずほったらかしであること、多くの

おとなが失業している中お酒を飲んでこどもの世話をしないこと、家庭では十

分に食事が食べられないので園でそれを補うことなどである。もちろん仲間ど

うしのつながりが築く社会性などの必要性も考えられてはいる。けれど、例え

ば食事の準備の仕方を考えてみる。保育者が部屋の中でポリッジと言われると

うもろこしの粉でつくる主食やスープをつくっている時、こどもは椅子に座っ

て静かにしながらそれを見ていることが望まれる。日本の保育園、幼稚園にも

同じような、おとな都合でこどもの活動を決めることは多く見られることだと

は患う。こどもたちが集められれた時は、当初の目的があり、それを実行する

ことが最初の仕事だが、それだけが実行されると、そこにこどもが集まってい

てもっともっと吸収される何かが、そしてその時代にしか吸収できないこども

の心の動きが何もなされれないまま過ぎて行く。すべての所がこうしているわ

けではないのだろうが、この食事で受けた印象を別の活動においても同じよう

なことを強く感じた。おとながこどもを集めるのだから、その中でこどもがそ
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こでしか得られないことを、どの様にこどもの感覚を壊さないで伝えていく

か。そういったことを十分に考えてこどもと関わり、おとなとこどもの関係を

深めていくことが必要な気がする。その為には、この保育園やこどもをとりま

く社会の中で、こどもたちにどの様なおとなになって欲しいか。それは出世や

地位や高学歴や、そういった事だけに補われるのではなく、人として生きてい

くことに必要なことを、おとながおとなの勝手な思いだけでこども像を創らず

に、こどもと関わっていく関係をもつことをまず考えてみることが必要なので

は‾ないか。教育とは繰り返し繰り返しである。おとなたちの思いはいつしかこ

どもたちへ受け継がれ、多くのこどもたちは、そういうおとなの思いを受け継

いだおとなへと成長していく。具体的にあえて言うと、教育は意図的に物を教

え込む強制的な社会化であると思う。どう社会化するかはおとなや社会の自由

なのである。だからこそおとなたちな、次の世代を担うこどもたちに対して責

任をもたなければならない。こどもたちを集めるその場は、まさしく、おとな

がこどもを社会化していく場なのである。だからこそおとな側の都合のいい感

情に左右するのではなくて、おとながこどもに対して今しようとしていること

の意味を十分に考えることが必要だと思うのである。

だから、私たちがもし南アフリカにおいて保育、教育関係の、そして様々な

プロジェクトに関わろうとする時、相手側が必要と言っているから、という事

だけで資金、物質援助をしたりするのではなく、それがどのように向こうで使

われているのか、援助をする前にまずどうにかして自分たちでできる方法はな

いのか、援助をする時、自分たちはどういう立場でそのことを選んだのか、援

助をすることによってでてきた問題点と本当につきあうことができるのか、と

いうことを、プログラムに関わり始めるときから相手側とじっくり内容を詰

め、日本の中からやりやすいところだけを見て援助と言われる関わりを始める

のではなく、自分たちが関わることによってどんな影響を及ぼすのかを知る努

力をして、その起こるべきであろう影響に最後まで関わる、という意識をもっ

て相手の国と関わっていくことが大切なような気がする。ないよりマシ、とい

う感覚で相手の国とつきあうのはどうだろうか？
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レオンにはうなづくだけにしておいて、

「ビ舶用やっぱりジェイ・ナイドウ一にとっておこう
～～DP（民主党）の家事労働者ジャンボリー～～

家事ゑ妙音の虐めの甜ジャンポリーでノし者を屡め虐八二一・レオン．そうば

いっrも、COgArU（1着アガ願合金象）のジェイ・ナイドクーの入鹿にば

とrるカlる1める1日。　　　　　（ウイークリー・メイル紙1993・1・29～2・4）

文：フエリアル・ハファジー

この土曜日、濁酒なジョハネスバーグ郊外のノーウッドで民主党が開いた家事

労働者のためのジャンボリーは、見た目には一応の成功をおさめたようだ。約2

00人の参加者を予想していたところへ2000人が押し寄せ、手に手に申込書

をもって帰っていったのだ。血気さかんな黒人青年たちがこれみよがしに民主党

のTシャツを着こんでいたし、若いメイドはいまごろどこかで、壁から剥がして

きたトニー・レオンのポスターを手に自分の裏部崖でうろうろしているのだろう。

感動的な演説（ナイドウーの演説に匹敵するほどだったが、ナイドウーの時は

いつも飛びかう「ビバl」という声援は聞こえなかった）のあと、レオンは時の

人と化した。レオンに向かって事が伸びる。彼がいっしょうけんめい手渡そうと

するビジネス・カード（名刺）に向かって次から次へと手が伸びる。

歯切れのよい議会人はまたたいした雄弁家でもあった。今年、制定の動きを見

せる複雑極まりない家事労働者のための法律を、彼はものの数分で片付けてしま

ったのである。

「あなたがたのなかには、全然休暇をとれない人がいますね」と彼が水を向け

ると、会場からは「イエーース」と大きな声が返ってくる。「雇い主が、あなた

がたの賃金からお金を差し引いたことがありますかつ」「イエーース」彼女たち

がまた叫び返す。

こうすんなりとは受け入れられなかったのは、彼の演説内容のほうだ。「この

法律は家事労働者の最低賃金を定めるものではありません。なぜなら、それを定

めるとあなたがたの多くが職を失うことになるからです」というもの。労働法を

めぐって彼が行なった特急列車なみの遊説旅行は、会場の拡声装置と解説者の助

けがなければ、消化するにはちょっと量が多すぎたようだ。

もしもこの2000人の家事労働者たちが、彼が渡したビジネス・カードを利

用して彼のところへ電話をかけるとか、党に入党すると決めたとしたら、レオン

は彼女たちの雇い主と対立する利害関係に直面することだってありうるのだが。

彼女たちは、レオンが引き離すことなどできないほど強い信頼で結ばれた一団（
パーティ）なのだから。
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土曜の午後の集会に三々五々集まってきた多くの家事労働者にとってなんとい

っても魅力だったのは、この党が教えると約束した「平和、自由、民主主義」の

お題目ではなくて、援助金が出るという噂のほうだった。
「あたしたちは、あたしたちの味方をする党に投票するわよ」この仕事を44

年も続けてきた40代の女性は言った。「あたしたちがほしいのは、ちゃんとし

た賃金と、休暇。アパルトヘイトはもうごめんだし、あたしたちは平和がほしい

んだ」

もう少しつつこんだ数字をきかれて、彼女は友連と相談して、よく考えてから
「1カ月に900～1000ランド（訳註：93年1月現在1ランド≒42円）

はほしいわね。だってもう白人専用の店も黒人専用の店もないんだし。週末は休

みがほしい、賃金といっしょに休みがとれるようにしてほしい」と言った。

レベッカ・マカフォロは、この集会にくれば彼女の不満をきいてくれる人がい

ると思ったのか、延々としゃべり続けた。もう10年以上も働いてきた家の夫婦

が最近離婚したので、いまでは彼女が「料理、洗濯、掃除から犬の世話、子ども

たちの面倒」まで見なければならないという。彼女は雇い主とうまく話ができる

状態ではなく「彼が話しているときは、あたしはただ黙っているだけ」だという。
「白人があたしたち黒人をどんなふうに扱うか、ちゃんと視察官に調べにきても

らいたいもんだ」とレベッカ・モレフェ。

だが、ジョハネスバーグ市のカウンセラーで、レオンに瓜二つのセシル・バー

スによると、「この地区の労働条件は全国一いい」ということだった……このこ

とは、きちんとした話し合いが成立するためには、まだまだ渡らなければならな

い川が何木もあるということを意味している。

警察が近くをうろうろしていた。おそらくジャンボリーが、ググレツのような

惨事をまた引き起こしかねないと予想してのことだろう。民主党のボランティア

は冷たい飲み物を注いだコップといっしょに、ステッカーと、身分証明書と入党

申込書の用紙を手渡していた。

予想をはるかに上回る数千という人数にびっくり仰天したボランティアたちも、

すぐに冷静をとりもどして、党員数のきたるべき増加を予想しはじめた。「すぼ

らしい数の参加者です」バーバラ・バーネットは興奮して語った。「民主党がす

ぼらしく楽観的なことと、その民主的なプロセスのおかげです」

カウンセラーのバースは「幅広い層の民主党支持者の多くが変化を受け入れる

でしょう。雇用者は、特権と搾取の時代はもう終わったのだと自覚しなければい

けないのだと患います。民主党が軍隊をもっていないことが家事労働者には魅力

になるはず」だと語った。

だがしかし、民主党はお祝いを始める前に、次のふたつの質問はとくと心に留

めておいたはうがいいだろう。まず最初は、アリスという家事労働者がした質問。
「あたしたちは、ずいぶん長いあいだ闘ってきたのよ。なんで、いまごろになっ

て彼らはこんなことをやるんだろうね？」もうひとつは、アリスの連れのことば。

「あたしたちはナイドウーなら知っているわ。でも、DPって誰のことさ？」

（選＆訳：くぼたのぞみ）
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南アフリカ「全国土地委員会」機関誌より

◆結婚と土地

多くの農村地域では、土地は結婚している

男性により女声己される。女性は、もっとも近

い男の身内一一つまり夫か父親を通して土地を

利用することができるだけだ。

結婚の形態には二種類ある一親同士が決め

るアフリカ慣習法によるものと、民法の下に

するものとだ。最近では、結婚証明書を得る

ために両方の法律の下に結婚するケースが増

えている。

東・北トランスバール州では、一夫多妻は

まだまだ励行されている。家父長制が強く

残っているため、男たちはたくさんの息子を

持つようプレッシャーをかけられる。「一

夫多妻は子供ができないところでは重要で

す。一族が絶えてしまうでしょう。それを解

決するだけじゃなく、女の子しかいないとこ

ろとか、とにかく女の方が男より多い状魅を

解決するでしょう。」とある老女は言う。

多くの女性が一夫多妻の問題一一母親の違

う子供たちの間でのいさかい、夫が死んだと

きに複数の妻を面倒見る福祉システムがな

い、子供が学校に行き始めるともう適切な環

境とはいえない、等々一一を認めながら、な

ぜこういった状態の下に男性と結婚してしま

うのだろうかつ東トランスバールの女性は次

のような点を掲げた。

＊別の妻をもらう前に夫は賽に相談しない

＊正妻も二番目以下の妻もお互いのことを

知らないことが多い

＊雇用の機会がないことから、家を建て、

生活の面倒を見ると約束されるとそれに

煩ってしまう。

＊十代で私生児を持った女性は同世代から

結婚相手を見つけられないと思い、一夫

多妻に身を委ねてしまう。

◆肯きどおしの女性たち

女性の仕事巨－‥料理、しっくい塗り・煉

瓦のための土あつめ、薪あつめ・割り、水運

び、子供・赤ん坊のの世話、子供のしつけ、

子供を学校へやる、庭仕事、廃への水撒き、

畑のくわ入れ、ミリー（アフリカ人の主食の

トウモロコシ）ふみ・ひき、貌　ぶたの世話

、ベッドの整頓、家の掃除、皿洗い、洗濯、

アイロン掛け、家具の手入れ、手工業など現

金収入を得る仕事、離婚や夫の死・家出など

で一人の場合、夫が出稼ぎに行ってる場合な

どは、男性の仕事もしなければならない。

男性の仕事日日家畜の世話、羊毛刈り、

豪の建築、レンガ櫻み、尾根ふき、植え作

業、畑の耕作、塀作り、農具の手入れ・修理

道路の舗装・修理、山稜き、車の修理、薪割

り、基掘り
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◆女性の土地へのアクセス

このように、女性達は男性以上の仕事量を

任されているにもかかわらず、土地を所有す

ることが出来ないでいる。

多くの農村地域では、一番末の息子が土地

を引き継ぎ、他の息子達は牛を分け合う。夫

の死の際など、子供のいない女性は特に弱い

立場に置かれる。夫の両親か兄剃こよって土

地は継がれるからだ。

土地は代々男性によって世襲されるので、

女性が所有できることはまずない。家父長の

男性は、死ぬ前に土地の分配を責任もってし

なければならないが、それが出来なかった場

合、結婚していない女性は、その兄弟達に

よって追い出されてしまうこともある。

トランスバールの多くの伝統的な村、農村

地域では、まだ村の長（酋長）の権力が強い

ところが多い。彼の評議会がコミュニティの

様々な問題を話し合うのだが、男性独占的

で、子供のしつけについてまでしばしば決め

られてしまうことから、女性にとっては厄介

なものだ。妻に対する暴力について話し合う

場合でも、評議会は男性の味方をしてしまう

ことが多いとう。

◆土地改革はどうあるべきか

南アフリカ全土の87％の土地を白人に支

配させてきた土地法は、1991年6月に廃

止されたが、現実はほとんど変わっていな

い。過去、強制移住などでと地を追われホー

ムランドへ住まわされてきた人々に対する補

倍は、南アフリカでもっともホットな間藤の
一つだ。政府に指名された土地に関する諮問

委員会が動いているが、これには強制移住の

被害者伽は含まれていないので人々の不満は

大きいご

現在の状態軋「白人も県人も、どこの土

地を買おうが手にいれようが、法律によって

止められることはない」というデクラーク大

統領の提唱する自由市場論理がまかり通って

いるに過ぎない。

土地改革を見る際、「任問題」を見過ごす

ことは出来ないだろう。アパルトヘイトは人

種や民族を基準に差別をしてきただけでな

く、社会における女性の地位も差別してきた

のだから。民主南アフリカでは、女性達は夫

や他の男性が畜類にサインして土地の所有権

を与えてくれるのを待つべきではない。これ

を実現するために、女性達は並みならぬ努力

をし、土地への対等な権利が法制化されるよ

う、主張を続けなくてはならないだろう。
一夫多妻のシステムに甘んじないために、

女性が経済的に独立できるようなプロジェク

トも進めていくべきだ。

（松島多恵子）
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でⅡR　　　　　　　　乃叩甲gゆrdC／弧gJ扉血相壷

WEE艦l∬ⅡAIl

叫び続けた二人の闘士の死に寄せて
ウイークリー・メイル1993・ト8～14付

ノヽレン・ジ盲セフとダニ一・クレイグンぼまっ丘く屠るlる薗皆を，移ろをがら、と

も仁勝る1カー瑠するごとをく一髪訝仁償う勘揮う＿右とLr、その名を／好し

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文：ギャヴイン・エヴァンス

ヘレン・ジョセフの偉大なる希望は、もう少し生き延びてこの国に自由が訪れる

日を巨＝こするはずだった。ここ数年、二度にわたる心臓発作とさまざまな慢性的症

状に悩まされながらも彼女を戦い続けさせたものは、おそらく、この願望以上のも

のがあったのだろう。だがその願いは叶えられずに終わった。クリスマスの日に彼

女が亡くなったとき、40年間にわたって彼女が闘い続けてきた相手、国民党はまだ

政権の座についていたのだ。

しかし、彼女をやっきになって沈黙させようとした多くの者（3人ほど名前をあ

げるならジョン・フォルスター、ジミー・クルーガー、ルイ・ル・グランジといっ

た宿敵）よりも長生きしたのだから、彼女もそれには満足したことだろう。おまけ

にネルソン・マンデラが釈放され、オリバー・タンボが帰ってきて、ANCが合法

化されたのをその日で見る喜びを味わうこともできたのだから。

ANCの歴史を振り返ってみると、1960～70年代という厳しい弾圧の時代に、ジ

ヨセフはANCの運動のイメージと抵抗精神を休現する芽〔少ない卓越した活動家の

1人であったことがわかる。また彼女は人種差別主義に対抗するはっきりと目に見

えるシンボルのひとつとして、ANCという患魔と食事をともにする、それも長い

柄のスプーンなど使わずに（つまり本当の仲間として）戦う覚悟ができている白人

が、この国にもいるということを常にはっきりと示し続けたのだ。

くりかえし行なわれた自宅拘禁と行動規制を忍耐強く、たった1人で耐えぬいた

彼女の勇気、そして英国が出生地であることを利用してかつての故国へ帰ることを

拒否した行動、こういったことがそんな戦い方もあることを多くの人たちに思い起

こさせたのは確かである。

ジョセフをこのようなやむにやまれず抵抗する人物へと育てていったものとして、

ひとつにはその生い立ちがあげられるが、それは、彼女が象徴するようになった人
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物とはまったく逆の、対照的なものであった。彼女のあふれるような力強さのなか

には、当時のある階級出身のイギリス女性に特有の弱点もいくつか見られた。たと

えば彼女の社会的関心にぴったり合った義務と奉仕の精神や、自分の置かれた位置

を鋭く自覚するにつれて国家に対抗して立ち上がらせた精神的な成長（だがこれは

彼女の仲間が彼女に反対できないようにもしてしまった）、そして、ものごとが効

果的にきちんとなされているかどうか自分で何もかもとり仕切る威圧的な精神（い

っしょに働いている者に「まかせる」ことがほとんどなかった）などである。

親しかった友人の一人が言うには「彼女は、上流階級出身に固有の物腰の、とて

も強い性格の人でした。自分のすることには些細なことにまでとてもこだわる人で

した。なんでも彼女流でないと気がすまなかったし、とってもうぬぼれが強かった」

という。「彼女は自分の立場や重要性をとても意識する人だったけれど、人種のち

がう人を助けるためには自分のやり方をいつでもどんどん変えていく心構えはもっ

ていたわね。いつでも、人びとのために最善を尽くしたいと思っていたし、信じら

れないほど親切で、骨惜しみせずに働き、エネルギッシュで、ほかの人種の人たち

の苦しみを実に深く感じとっていたんだと思う」と。

保守党を支持する官吏という裕福な家庭に生れた娘、ミス・フェンネルは、まず

修道会で教育を受け、ロンドンのキングス・カレッジへ進んだあと、異教徒に英語

を教えるためにインドへ赴任した。1931年、彼女がダーバンに着いたときには、彼

女が後に進むことになるような道を暗示するものはまだなにもなかった。実際、彼

女が政治的活動に身を投じるようになるのは、それから20年も経ってからのことで

ある。

南アフリカ衣料労働組合の事務局に医療アシスタントとして勤め始めてまもなく、

彼女の政治活動は開始された。この阻合は、後にANC系のCOSATU（南アフ

リカ労働妊L合会議）のなかでも重要な役割を果たすことになる戦闘的な組合であっ

た。彼女は、組合のリーダーであるソリー・サックスの恋人、友人、政治的協力者

となり、1950年代の「不服従キャンペーン」のボランティアとして政治活動に飛び

込んでいった。そしてまもなく彼女は、ANC傘下にあった南アフリカ女性連合と、

民主主義者会議の白人メンバーとして突出した役割を果たすようになった（ある人

にいわせると、支配的すぎるほどだったというが）。

ジョセフの政治的なものの見方はこの時期に形成され、その後ほとんど変わるこ

とがなかった。彼女は常に自らを「自由憲章を尊重する社会主義者」と称したが、

このことが彼女の政治生活を適してANC内では主流よりやや右よりに彼女を位置

付けることになり、皮肉なことに、最後にはやや左よりを示すことになった。

彼女は生涯を通じて、とりわけこの20年間は、熱心に政治にコミットするキリス

ト教徒として生きた。いつでも進んでコミュニストと手を取り合って働いてはきた

が、態度をはっきりさせるように迫られると、根は驚くほどの反共主義者である¶こ

とをあらわにした。友人のブラーム・フィッシャーを含む、党の主要人物の幾人か
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が「骨の髄まで」コミュニストである事実をなかなか認めたがらなかったし、1990

年に南ア共産党が地下活動の拘束を解かれたとき、友人の多くが実は党員であった

ことを知って落胆した。

ジョセフを知る人はみんな、彼女が個人的な関係をとても大切にする人だと語っ

ている。これは、ウイニー・マンデラを支援することが時宜をえた、あるいは賢明

なことであったのがはるか昔のことになった後も、ジョセフがウイニーを支援しつ

づける要因となった。晩年はとくに、政治的にもつとも柔軟なものの考え方をする

人というわけにはいかなかった。ときには、戦略や戦術の面でなされる方針変更を、

なかなか受け入れることができなかったのだ。彼女はとりわけ「体制」内の人びと

には厳しかった。ヘレン・スズマンのために時間を使うことはなかった。一方、ス

ズマンはそれとは対照的な方法で議会内で勇敢な役割を演じていた（そこには、単

なるライバル意識などを超えるものを人々はいつも感じとっていたのだ）。

ヘレン・ジョセフが政治活動を始めたころは、反アパルトヘイト運動家としての

彼女はまだ一般にはそれほど有名ではなかったが、彼女を尊敬しない人はほとんど

いなかった。1950年代に彼女と活動をともにした人によると、彼女は「委員会向き

の人間」ではなかったという。なんやかやと異義を唱えるのが好きで、自分と違っ

た意見を認めたがらなかったというのだ。そのため仲間、とりわけコミュニストか

ら激しい怒りをかった。彼らはまったく違ったスタイルで活動することに慣れてい

たからだ。

しかしながら、彼女は腕のいいオーガナイザーであり、天性の雄弁家であり、そ

のインスピレーションは尽きることを知らなかった。そのことは多くの人が認めて

いる。なかでもすぼらしい業濱は、1956年に政庁の建物へ向かって2万人の女性た

ちが行なった行進である。

20年におよぶ行動規制と自宅拘禁のあいだ、彼女のこのような性質が実際に行動

で示されることはまったくなかったが、彼女のたぐいまれな強さが、暴虐な政府を

打倒したいという彼女の意思が、人びとの耳目を集めたのは、ほかでもない、ほと

んど誰もそんなことをしたがらない、あるいは企てることさえできない、この時代

だったのだ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（訳：田村徹＆編集部）

二人のメ珍の題館如うち　ここでぼ／ヽレン・ジgセフ仁ノ野する齢だげを眉

威しよし桑。なお、ノヽレン・ジ盲セフ仁ついてさらに詳しくガリたいノ才にば、の野

方の太摩…女傑の好い』呆来者ガロ9花季ノを患者めんます　　　傾儲就）



最近のニュース

【教育】
1月26日、政府は現在14に分かれている

人種・民族別の教育システムを廉止し、単
一とする計画を明らかにした。教育の機会

均等がうたわれることプランの中で、次の
ようなことが発表された。最初の9年間は

国家が学費の95％を負担する（親は5％負
担）義務教育とし、最後の3年間は任意で
国の補助は75％（親は25％負担）とする。

学校モデルとして（∋直接国が運営する、②
地方政府の管理の下、国の補助を受ける、
③自主的な運営をする私立学校、があげら
れている。これに対し、保守党はいち早く
反対し、「新システムに高いコストと犠牲
を払うのはアフリカーナー白人」とし、ま
た人種混合教育は白人の学力レベルを下げ
ると主張した。だがこの政府プランは、実

際どうやって非白人教育を行っていくのか
については具体的なものがない。暫定的統
一機関を4月1日に発足させるというが、

この機関は非人種教育を準備し新しい法律
を整えるまでの全過程を見守るものだ。A
NCなどは、その過程に参加するのは政府

だけではない、と批判している。現在、
4▲24：1の白人対黒人の教育予算も、是正

には10年必要という教育文化相（白人教育
を管轄）の発言に失望が大きい。更に、政
府案中の「宗教・言語・文化に基づく特定
のニーズ」を認めるという言い回しは、分

離主義を残す可能性があるニュアンスが含
まれ、様々な団休に警戒されている。
インカタは70年代から、インカタの政治

見解を広め、プチレジのイメージ化をはか
るための科目をクワズールーの学校でとり
入れてきた。この科目は「暴力と、ナター
ル平和への障害」というレッテルをはら

れ、ゴールドストーン暴力調査委員会に提

出されたのものだ。

長い年月をかけて人の心も社会も歪めて
きた教育を改革するのには、巨大な修理が
必要だ。

【政治でおこっていること】
将来の宣家構想・選挙をめぐり、早くも

各党間で、激しい水面下で、あるいは表
立ったキャンペーンが行われている。現

在、ANCと政府国民党（NP）主導の話
し合いが続けられているが、除外された
PACやインカタ自由党（I FP）は反発

し、全政覚をまきこむ交渉を要求してい
る。1月末、NPのナタール議長や民主党

（DP）議鼻がIFPへ移るという出来事

が起こった。IFP内ではプチレジ側と反

プチレジ側の対立が激しく、亀裂が起こっ
ていると言われている。1月22日、NPと

I FPとの闇に「ケンカ」が起こったと報

道されたが、これは反プチレジ側が仕掛け
たものといわれる。もともとプチレジが
NP－ANCの、他を排除した話し合いに

文句をいったことから始まったが、この文

書に対しNPは「下心ある外国人憲法アド
バンザ←（ニュースレター前号参照）が書

いたもので、I FP指導者は手を加えてい

ないもの」と一蹴した。これがプテレジを

当惑させたようである。反プチレジ側は、
その欧米の右翼的法律専門家や、インカタ
のANCへの攻撃をよく思っていないとい

う。
NPが最近行った秘密会議では、ある調

査同体のデータについて話し合われたとい

う。そこでは、「I FPはナタールでさえ

だめ。」と出た。ナタールの政治家が政治
生命をつなぐには、I FPかANCにかけ

るしかないと判断しつつあるのだ。DPか

らI FPに行った議員も、当初はANCへ

の移籍を考え、さぐりを入れていたとい

う。
2月初め、政府が発表した基本的人権草

葉も論議を呼んでいる。基本的に「国と個
人の法的関係」に基づき解釈される、とい
うもので、つまり人種でも性でも、個人に
よる差別は続きうることを示唆する。例え
ば、ホテルのオーナーに差別されたら？



1993年2月1日発行　第三径郵便物認可

2万人以上、その多くは87年からの台湾の

移民という。　　　　　　　　（スターZ／9）

＊西ケープワイン売上げは昨年倍増。極東

向けが1Z8％伸び、特に日本と台湾が目立っ
た。輸出重要国のカナダ、ノルウェー、ス
ウェーデン、オーストラリア、ニュージー

ランドはまだ南アをボイコット中。

（スター1／21）

＊中国は昨秋、オランダ銀行から40恥ン（43

億米ドル）の金を買った。オランダ、ベル

ギーなどの中央銀行が金の保有量を減らし
たがっている一方、アジアはその増加を試

みており十分な供給量がある。世界ゴール
ドカウンシルによると昨年の貴金属類売上

げは15％増、2400トン。そのうち1700トンはア

ジアでの需要。又、デピアスは今年タイ、

中国を含む東南アジアでのダイヤモンド需
要増を狙っている。中国では数百万ドルの
広告資をかける予定。　　　（スター1／28）
＊日本製鉄と三井は、トランスバールのソ
ーンクリフクロム鉱山開発の調査に入る。

調査がうまくいけば、91年に日本が経済制
裁を解除して以来の初の投資となる。又、
テキサス・インスツールメントと日立は、
コンピューターメモリ開発の共同研究を始

める予定。　　　　　　　　　　洞上）
編訳　松島多恵子

m　アンチ■アパルトヘイ　トニこし‾‾スレク【

法では聞えないのである。国家の援助を受
ける学校の父母会は、指導方法、実数、学
校の基本的性格を決める権利をもつ、とし
特定のコミュニティの特権を守ろうとして
いる。つきあいたくない特定のグループを

排除出来るようなマイノリティ保護が、各

条項にしばしばみられる。肝心の投票権に
ついても、この中て確立されておらず、
NPのように人権に関し恥ずべき歴史をも
つ政府が基本的人権にありついただけでも

たたえるべきか、との声もある。

【アジアと南ア、ますます近く】
＊白人政権との親密な関係を掩うことを警

戒し、延長してきたマンデラの訪台が可能
に。先頃台湾のチェン外相は南アを訪問、

会見したマンデラは台湾の経済成長と政治
改革をたたえた。この会合は、台湾が黒人
リーダーと会うというタブーを打ち破り実
現された。　　　　　（プレ川アニrス1／18）

＊台中のビジネスマン組織はウオーカービ

ルのゴルフ場を約8千万円で買収、金持ち
の観光客や移民を誘致するため設備のグ
レードアップをはかる。アイタ不動産によ

ると、南アのトップゴルファーも、あるゴ

ルフクラブの改善について相談されたとい
う。中国大使館によると在南ア中国人は

＊本誌に対するご意見、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最 

いします。編集部の住所は虻デ　埼玉県越谷市上聞久里1051－2三井ゼ描ん台八イヴ716です。 

・先月号に続いて本号でも多くの情報を載せることができました。現地新聞の翻訳を 

お願いしている方々には大変な負担をおかけしていますが、有意義だと思います。・ 
「この頃思うこと」を執筆いただいた新井直子さん。鄭l染みのない名前だとお思いの 

方もいることでしょう。旧姓内田さん。お馴染み内田直子の新しい名前です。（Tom） 
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