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＜iま　じめさこ〉

l醐3年の夏、日本国内において「南アの人びとの生活jをテーマにした写真展を開催する予定

です。その期間は出来れば3ケ月。その間、北は北海道、南は沖縄まで、数ヶ所の候補地会場に

写真を運び、出来るだけ多くの日本に住む人々に、この日本で初めて紹介される南アフリカ人の

カメラ・アイを通して撮られた南アフリカ人たちの日常を見てもらいたいと思っています。同時

に、撮影者であるⅤ　マトムを南アフリカから日本に招槽し、彼の掬った写真について話を聞か

せてもらおうと思います。

今まで、日本やヨーロッパの写真家たちの被写体であることが多かった宗人たちは、しばしは

撮られるサイドにある者の立場から、もっと深く、直に私たちの姿をとらえて欲しいと、不満を

訴えてきました。日本やヨーロッパの写真家によって紹介された南アフリカの姿ではない、南ア

フリカ人による南アフリカ人たちの写真をここで見てもらい、加えて、撮影者の葦を閃くことで

視野を広げ、これからの南アフリカと日本との間に、より良い関係の楯を築いていきたいと願っ

ています。

ご存じのように南アフリカは、17世紀にオランダ人が上陸を開始して以来、アフリカ人だけの

アフリカではなくなって来ました。その時以来、この他には平和が宿った時期が今日まで一日た

りともなかったと言えましょう。今世紀の始めに施行された原住民土地法を皮切りに、近代的な

装いをこらしたさまざまな法律が、アフリカ人から土地を軒、、生きる権利を奪って、アパルト

ヘイト体制と称する巨大な政治構造へと膨れ上がって来たのは周知の事実です。

多くの血が流されさまざまな熱い抵抗運動の中で、1990年にはNマンデラ等政治犯の釈放、

人種差別根幹法が廃止されました。けれども、永い掛、夜が閉じ込めた闇はあまりにもしぶとく

法律の幾つかが消えたくらいでは、気楽に去っていく気配も見せません。今、この国の黒人たち

は、どんなふうにして日々を暮らしているのでしょうか？

今回展示される写真展の内容は政治的なものではなく、V　マトムか新聞社の報道カメラマン

として仕事をするかたわら、プライヴェイトに撮り続けている、彼の日常生活周辺の女たちや子

供たちを中心に据えます。彼はいつも、写真のテーマとしてこれ程おもしろく、美しいものは無

いと言っています。そしてさらに、南アフリカか将来少しでもいい方に変わって行くのなら、真

っ先に女たちと子供たちが幸せになってもらいたいのだとも。

どうぞ、私たちの写真展開催の事業のために、あなたのお力をお貸し下さい。

写真展「南アの人々】実行委員会

委員長　隆宋　　洋子
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くプロ　フ　イ　－ル〉

Ⅴ′／轡棚桝ダ乍必

1959年　　南アフリカ共和国、ソエト生まれ。

1978年　－　ジョージタポこ高等専門学校卒。

1987年　　黒人の為の写真学校にて、教鞭を

とる。そのかたわらで、ニューネ

ーション紙、専属カメラマンとし

て数々の写真を掲戦。

1990年　　アレキサンドラ・アートセンター

写真科教師として後進の指導にあ

たる。また、フリーのドキュメン

タリー・フォトグラファーとして、

多くの新関や雑誌に発表。

く当転職）

1990年－ロンドンにて、ザパラザ写真展に参加。

以降、ヨハネスブルク・マーケアトソアクー・ギャラリーなど、市内外のギャラリー

でグループ展を多数開催。

≪著作≫
ロンドン・デイリー・エクスプレス紙（イギリス）、ウィークリー・メイル紙（南アフリカ共和

国）、ザ・ニューネイション紙（南アフリカ共和国）、ラーン・アンド・ティーチ紙（南アフリ

カ共和国）などに、背約写真を掲載。



アンチ・アパルトヘイトニュースレター　　　　　　　　　　1993年3月1日発行　笥三種郵便物認可　r引

≪【∃的≫

（1）　南アフリカで生活をしている黒人写真家の撮影した写真と、写真家本人をとおして、南

アフリカの黒人居住区での生活状況を伝える。特に、日本ではあまり紹介されることのな

かった女性たちや子供たちの生活を中心に紹介する。さらに、日本に生きる人びとの日常

生活を滞日中にカメラに収め、帰国後、南アフリカの人々に紹介してもらうことにより、

日本・南ア間の人と文化についての相互理解を図る。

（2〉　南アフリカにおいてⅤ．マトムが教師をしている学校の若手黒人写真家の育成を、彼を

通して助ける。あらゆる分野に黒人の早急な社会参加がもとめられている現状に重み、こ

の試みを「希望の架け橋」とする。

（3）　日本では「アパルトヘイト体制は終焉を迎えた」という見方が支配的だが、南アの草の

根の人々の現実はそれを証明していない。その事実を、このイベントを通してより広く、

より多くの日本に住む人々に働きかけることにより、南アの現状と日本に住む私たちとの

関係を見つめ直すためのきっかけを作る。

（4）　「アパルトヘイトは、我々一人ひとりの心のうちにも存在している1ということを考え

合わせ、自分自身の回りにあり、そうとは意徹せぬうちに知らず知らずのうちに加著者に

もなってしまっている差別意義というものについて、今、ここで再度問題提起をし、あら

ゆる社会問題の振放にあるものとしての共通認識をはかる。

（5）　諸問題の山梗する日本国内の危機的状況を打開するためにも、この写真展に集った仲間

が、それぞれの‘場’に戻り、他者に対して働きかけるための活力が養えるような心のネ

ットワークを形成させる。

≪活動計了笥≫

（1）・全国展開にて「写真展とV．マトム講演会トを開催。

・実行委員会本部が、運営に関するトータルプラン、パネル製作、イベント全体に関する

広報藩動を行う。

・各地に実行委員会を結成し、現地における写真展、講演会に関する一切の管理運営は、

各実行委員会に委任する。

（2）Ⅴマトムに日本人の日常を撮影してもらい、南アに帰国後、南ア国内にて「H本の人び

との生活】を紹介する写真展を開催する。

（3）滞在中に甘木の写真家から個人レッスンによる技術指導を受ける。

（4）Ⅴマトムの帰国後も、要請に応じて日本国内の写真展を全国各所で開催を続行する。

（5）Ⅴマトム来日に関する、一連の活動を迫ったドキュメンタリーフイルムを製作（検討中）。

（8）「南アフリカと8本の関係の今後トを考えるシンポジウムを開催する。
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≪日程計画〉
（1）滞在期間…‥1998年7～9月の3カ月間

（2）【7月】展覧会用写真のネガおこし、細こ娘き、引き伸ばし等を、日本で新しい技術指導を受

けなから、日本人と一緒に作業する。V．マトム、日本の日常生活を随時撮影。

「日本と南アの今後の関係lを考えるシンポジウムを開催する。

【8月】写真展・講演会をスタート。1週間・1開催を基本とする。但し、ウイークデー

で写真展のみ、又は講演のみというケースも考慮する。

（第r回目）8／1（目）をメインとする

く第2回目〉　　8（日）

く第3回目〉　15（日）

（第4匝‖］〉　　22（巨）

（第5回目〉　　2g（日）

【9月】く第6回目〉　9／5（日）

（第7回目〉　12（日）

（第8回目〉　19（H）

（第9回目〉　　26（日）　　　　　　（予定）横浜

へ・・講演会終了。展示会は続行。Ⅴマトム帰臥

※南ア国内で、「日本の人びとの生活Jを紹介するtV＿マトム写真展－を開隠，

禽歯歯禽歯腐食薗禽禽禽金歯禽実字〒香呂余力、ら　金歯禽禽禽励歯臆歯歯密命禽歯

昨年春、隆夫洋子さんか再び南アを訪れて以来（一昨年の国際交流基金による派遣に次ぐ）、写
真展開催へ向けて活動を始めてきた準備委員会も、ようやく軌道に乗ることができました。

組機の枠組みにとらわれず、同じ希望に向かって取り組もうとしている、あらゆる方々と共に、
この写真展を成功させることができれば幸いです。

実行委員会では、この写真展を共に支え、臨力して下さる方々を募集しています。ボランティア
スタyフに加わっていただける方は、下記の事務所までご連絡下さい。

また、南ア社会における黒人たちの社会選曲こ、一屑の進展が得られるように、この一連の企

画を推し進めたく、さらに継続性のある活動にしてゆきたいとも考えています。つきましては、

私たちの活動にご肇同いただける方々に、賛助金カンパ（1口2千円）を募らせていただきますの
で、ご支援のほどよろしくお願い致します。

く㌻〒150東京都渋谷区恵比寿4523訓8　Tm′・mI O334439775

写真展　『南アの人ノシ』　英才千番＿E亘全
くカンパ振込先）富士銀行　恵比寿支店（普）1ノ140214

（口座名）写真展F南アの人々】実行委員会

激励歯歯歯激励密命禽禽飽食歯金歯食食衆愈励禽勉励倣励飽食薗歯飽食密⑱飽食歯命食金歯飽食
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最近のニュース

■黒人客は一度に一人
マリッツバークのある店では、黒人の客

を一度に二人以上入れることを禁止してい
る。「店に入ろうとした時、外で待つよう
にと言われました。」と買い物をしようと
したマケツカは語った。彼はこのことを店
の経営者にもちかけたが、「武装した黒人
ギャングが余りにも多いので、この方法を
とった。」との返事だった。しかし、従業
貞たちは「黒人は強盗」との考えに賛成し
たない。万引きは、ほとんど全人種から被
害を受けているからだ。（沖イル頒寛3／7）

■原爆ウランの行方
南アの爆破級ウランの移送については話

し合われたことはないが、南アは核物質の
安全性確保について話し合う用意は出来て
いる－米のレポートによると、白人政権は
このことについて非常に危惧しているとい
う。レポートによると南アは、核兵器がA
NCの手に凝る前に爆破級のウランのスト
ック全てを、アメリカに買い取ってもらう
よう要請したという。
南ア原子力公社によると、米医と英国に

その話はもちかけられている。米メイル紙
によると、南アは約360キロのウランを保有

しており、それは80個の原爆製造を可能に
する。ANC広報担当のニハウス氏は、「
ANCは核開発計画に反対であり、それを
終わらせることに目標をおいている。」と
語っている。　　　　（ル‖アニュース3／8）

■米企業、南アへ再び戻り始める
80年代に南アを撤退した米企業が南アに

戻り始めている。又、南アへの新規投資に
ついての問い合わせも相次いでいるとい

う。最も多いのがコンピューター、ソフト
ウェア産業で、次に重工業、電子産業の頂
だ。この調査を行った米企業の投資責任を
監視する市民団体は、それでも米企業の南
アへの出足は遅いという。60以上の市・郡
・州が南アとの取引きを行う企業に制裁を

課している。　　　　　　　（スト3／5）

■タイー南ア急接近
タイの高官は今回南アを初訪問、両国の

貿易拡大を目指す。既に領事館レベルの関
係は開かれており、観光や技術協力をより
進めていく予定。タイの通信、交通システ
ムの改善や天然ガス開発の技術供与に、南
アは貢献する予定。　　（サンデづイ最3／7）

■スウェーデン対南ア制裁緩和
スウェーデン政府は間もなく対南アの制

裁を解く予定。13以上の企業に南アとの貿
易許可を与えた。対外貿易省は、企業から
大きな圧力をかけられている、と語ってい
る。隣国ノルウェーは、石油と武器以外に
関して、3月15日に制裁を解く予定。この
二国が、南アに対する制裁を続けている最
後の西側である。

■】pAC政府”の政策
PACは、】民主社会経済システム”を

選択する一最近の書類で経済政策が明らか
にされた。それによると、国有化だけが社
会主義化のメインとなる方法ではない、国
有化そのものは国民による経済資源の所有
を民主化しない、と言っている。「解放は
自身をアフリカ人と呼ぶ人によって収入・
盲・資源が公平に分かち合えて、始めて達
成される。」「土地は、PACが定義する
ところのアフリカ人によって再分配され
る。それは、肌の色や催、人種、出生の場
所によってではなく、白身、あるいは他者
が認めることで決まる。」

■南ア、経済的役割に敏感
南アは、アフリカ諸国と経済関係を結ぶ

場合、貿易不均衡を避け、よい関係を保つ
べきだとオメガ投資研究のウオラン氏は述
べた。彼は、南アが強力な製造業部門を持
っており、他アフリカ諸国の潜在力を奪う
可能性もあると言っており、公平な発展に
貢献するようごく普通の経済的役割を果た
すべきだと語った。ケニアと南アの貿易額
は過去12か月で10倍に増えた。

（ル川アニュース3／5）

編訳　松島多恵子
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WEE艦Ⅰ∬北A札『7品雲詣』
沈黙のクーデターでテレプランシュ失脚

アフリカーナー抵抗運動（AWB）内部に起こった「沈黙のクーデター」によって実質

的な支配権は創設者テレプランシュから奪いとられクーデターの首謀者たちの手へ移っ

た。

表むきはテレプランシュは組織の長に留まったが、計画・運営は今や主にオレンジ自由

州出身のAW】∃“将軍”によって構成される委員会が行うことになった。自由州農民であ

るアレック・クリュイワーゲンがAWBの軍隊ともいえる恥mkomman血のトップとなり、

同じく自由州のディルク・アッカーマンとウイレム・エセベスが重要な地位についた。

参謀会議ではテレブランシュの放逐はしないことが決議された。彼の顔がシンボルにな

ってこの組織ま成り立っており、まだ根強い人気があるからである。テレプランシュはA

WBの指導者の地位に留まってはいるものの、実権は今や｝将軍”らの手に移った。

ジャン・タルヤッド記

アフリカーナー抵抗運動（AWB）内部に起こった「沈黙のクーデター」によって実質

的な支配権は創設者であり指導者であるテレプランシュから奪いとられ、クーデターの首

謀者たちへ移った。表むきにはテレプランシュは組織の長に留まったが、組織の計画・運

営は新しく作られた委具会が全て取り仕切ることになった。

権力移行の予告は昨日付けアフリカーンス語日刊紙でAWBの声明として報道された。

通常、声明はテレプランシュの名で発表されるのだが、今回はAWBの委員会名で発表さ

れた。

信頼できる筋によると、このクーデターは用意周到に計画されたものではなく、先ごろ

の会議でテレプランシュに対する積年の恨みが爆発したものとみられる。主として自由州

のかなり戦闘的な“将軍”からなる陰謀家たちが、組織の実権を握ることになった。自由

州南部部隊の司令官であったツアストロンの農夫アレック・クリュイワーゲンはAWBの

軍隊ともいえるWeI血0WIandsのトップとなり、同じく自由州のディルク・アッカーマンと

ウイレム・エセベスが重要な地位についた。

AWBに幻滅したメンバーが1988年に枚を分かとうとした分裂の教訓から、参謀会議で

はテレプランシェと決裂しないことが決定された。そもそも、その誕生からAW】〕はテレ

プランシュの顔をシンボルとしていたし、今でも彼は根強い人気があるからである。

個人的な恨みの他にも、アザ二ア人民自由軍（Apla）によるといわれる農場への攻

撃の後、この白人右翼団体がますます好戦的になったことが、この権力移行の触媒になっ
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たと見られる。クーデター以前、AWB内の緊張はウェルコムでの大がかりな武器略奪に

関与したとして自由州の“将軍’ロエルフ・ヨルダン他7人が逮捕されたことをきっかけ

に極限に達していた。同時期、他のAW】〕メンバーはANC白人メンバーのマルコルム・

ヘップバーンの店に被害を与えたバタンシーでの爆破事件に絡んでいる。

『ウイークリー・メイル』との独占インタビューで、クリュイワーゲンは彼らが－もし

有罪だとしても－AWBの命令で行動したのではない、と語った。「しかし、なぜこのよ

うな事件が起きるかは理解できる。Alpaは宣戦布告をしている。政府が自動小銃の所

持を認めようとしないので若い同志たちが武器を自分たちで調達しようとした気持ちもよ

く分かる。私が強調したいのは今でも（AWB内部は）高級将校らがしっかりと抑えをき

かせているということだ。この抑えをわれわれがはずしたなら、この国はめちゃくちゃに

なってしまうということだ。」

クリュイワーゲンは今年中に南アフリカ全土が「混乱と暴力」に覆い尽くされるだろう

と予言する。結論は話し合いによってではなく衝突によって導かれるものだ、と彼は言

う。「邑境線は血によって引かれるのだ。」

詳細は語らなかったが、クリュイワーゲンは今回の組織変更がAWBをより一層強力に

するためのものであることを認めた。「我々は既に全国、特に問題の多いトランスヴァー

ルに有能な指揮官を配備した。WenkoⅡandの兵士たちには厳しい訓練が行われている。毎

日新しいメンバーが入ってくるという勢いだ」。クリュイワーゲンの主張はいくぶん北部

トランスヴァ←ル独自の意見という色合いをもっている。1988年、バールドクラールの分

裂の後、この地区のAWBの活動は、幻滅したメンバーが離党するなど実際に行き詰まっ

ている。

約3カ月前にウォ川一夕ーバークで最初のAWB軍が創設されたのに続いて5つの軍隊が

作られ、2カ所の農場で定期的に訓株を行っている。

クリュイワーゲンによるとAWBは議会外右翼としてその地位を確固たるものとしたと

いう。「他の組織が入り込む余地はない。CP（共産党）さえ我々と強調しなければやっ

ていけないだろう」。AWBは右翼動員についてあらゆる面で有力な組織となった、とク

リュイワーゲンは言う。CPのメンバーが既にAWBの訓練に参列しているという。

AWBが吹聴している34000というWenkommdSの隊異数について質問したところ、ク

リュイワーゲンはそれが正しいとは明言しなかった。ただランド東都・西部だけで19000

人近い隊員数になる、とだけ言った。昨年12月16日ケンプトン公園で行われたAWBの集

会の参加者はわずか700人ではないか、との指摘に対してクリュイワーゲンは顔色も変え

ず「我々の同志は遠隔地にいるのであり、長い道のりをやってこなければならないという

経済的状況を考慮してほしい。戦争前のヨーロッパで同様の集会に出席した者の比率も似

たようなものだ。」と述べた。

［ニュースレター編集部より］南アの政治状況を知る一つの手がかりとして右翼の動向に

関する記事を掲載しました。しかし、極右組織AW】】の勢力や影響力を過大評価するつも

りはまったくありません。また、彼らの政治的主張や行動のいかなる部分についても賛同

できるものが何もないことを明記しておきます。　　　　　　　　（訳　弘中敦子）
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ジョン・ムアファンジェジョの生涯と芸術 （第2剛

たびたび本誌の表紙に作品を使用したナミビアの版画家ジョン・ムアフアンジェジョに

ついてご紹介します。昨年の9月号に続き今剛ま2回目です。オルガ・レビンソンさんの

文章を広中敦子さんに翻訳していただきました。　　　　　　　　－編集部－

ナタール滞在中に制作したリノカット臥ジョンが慣れない土地でも生活を楽しんだ様

子をよく表わしています。『オレンジ農園』という作品は、黒人と白人が一緒になってオ

レンジをもぎ・小川が流れ、その川を白人の男が黒人の男をおぶって渡っているという、

彼の作品の中でも幸せなもののひとつです。

そしてついに・オディボに戻る臼がやってきました。ジョンは帰郷の様子を楽しげに措

いています。髭を生やしトランジスタラジオを携えた彼が、司祭から祝福を受けていま

す。（当時のオワンボではラジオは名誉のしるしでした）。髭に対するジョンの憧れは、

『嵐そのスタイル』という作品からも窺えます。ロルクスドリフトの教師たちは髭をた

くわえていたので、ジョンは教師たちは忙しくて髭を剃る暇もないだろうと患っていまし

た。ですから、髭は勤勉と知の象徴でした。

ジョンは1970年1月から聖マリー伝道学校で4年間、美術を教えました。74年に「地元

の芸術家」としてロルクスドリフトに招かれ、そこへ戻りました。11月には再び精神病の

治療が必要になりましたが・1976年2月にはジョハネスバーグのカールトンセンターで初

めての個展を開くことができました。

1977年、ジョンはオワンボを離れウィントフークに居を定めました。そこは英国国教会

が・彼が自由に使えるようにと白人地域に建てた小さな家でした。彼はこの家で、助手で

ある2人の若い甥に彼のデザインどおりに敷物や壁掛けを織ることを教えながら何年か過

ごしました0ウィントフーク芸術協会は、作品制作に必要な材料を無償で提供するなど、

さまざまな面で彼を凄助しました。

彼は幸運にも学生時代から芸術家としての才能を認められ、作品は南アフリカ内外での

展覧会に出品されました。なかでも1969年の「アフリカ現代芸術・ロンドン展」、69～70

年の「アフリカ現代芸術・カナダ展」、1972年ブラジルでの「サンパウロ・ビエンナー

レ」では特に注目を集めました。1983年には西ドイツ、プレチェンでの「匡際絵画展」に

出品を要請され入賞しました。

1…年にはフィンランドで個展を開き、翌年にはダーバンで行われた国内の芸術祭に於

いてノ‾マン・カザリンとともに、最も有能な画家と評されました。1985年にウィントフ
‾クで開かれた「スタンスワ・ビエンナーレ」で最優秀芸術家賞を受賞しました。

1986年・ジョンはカトゥトウラに自宅を建て・翌年完成しました。小じんまりとした家

で、彼は車庫をアトリエとして使いました。敷物でひとつの部屋は占領されましたし、助

手たちとも一緒でしたのでジョンの仕事部屋はとても狭くなりました。しかも、有名にな

るにつれ訪問者のない日はないくらいになってしまいました。ラウンジ（居間）が黒人の
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『オレンジ農園』1974年、45×52clコ

『聖マリー伝道学校にお帰りなさい』

1975年、33×30C【□
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友人で溢れ、小さな仕事場はリノカットを品定めしたり、長身でどら声のしかし温和な芸

術家がせっせとサインしたりナンバーをうったり台帳に記入するのを辛抱強く待つ白人で

ごった返している、という光景も珍しくありませんでした。

1987年にジョンは「Vita Art No山最優秀賞をエドアルド・ヴィラと共に受賞しまし

た。死の少し前、彼は酉ケープ大学の壁画制作を依頼されました。わずか44年という短い

生蔭の間にジョンは南アフリカ内外で成功をおさめ名声を得ました。死後も名声は高まっ

ており、グラハムスタウン・フェスティバルでスタンダード銀行芸術祭は彼に1988年度ゲ

ストアーティスト貴の栄誉を与えました。

しかしながら、社会的成功によって個人的な苦悩が和らぐことはありません。ジョンの
一生は緊張の連続でした。彼は自分で支配できないどころか理解すらできない歴史的政治

的、そして暴力的な環境に翻弄された、繊細で傷つきやすい芸術家でした。そのために彼

は自分が存在している社会－そこには歪んだ政治、文化のせめぎあい、民族、人種的偏

見、彼のように信仰のあつい人にとっては大問題となる教会と国家の衝突がありました一

に対して混乱したアンビヴァレントな感情を抱くようになりました。英国国教会と国家と

の軋轢は、ジョンの友人でもあるウインター、ウッド両司教のような高位の聖職者の国外

追放をもたらしました。身近な人々の「説明のない退去命令」の後の哀しい旅立ちを措い

たリノカットは、このむごい出来事に対する彼の当惑をよく表わしています。

南ア軍がオワンボに侵攻すると、国境地帯の一部は「立ち入り禁止区域」に指定されま

した。不幸なことに、ジョンがかつて勉強したオナムナム伝道所はこの地域にあたり、教

会も学校も診療所も牧師館も、全て国防軍によって破壊されてしまいました。エピンガの

英国国教会伝道所は区域外であったにもかかわらず、教会は国を滅ぼすものとみなされ壊

されてしまいました。ジョンはひどい衝撃を受けました。彼はノイローゼに悩まされまし

た。彼の苦悩と混乱は次のような長い解説付きのリノカットに表われています。

［英国国教会信者の芸術家（私）は1975年8月9日に捕らえられた。私は何者かに手足

を鎖で縛られ、オナクアハ　クアンハムの呪い師の所へ連れて行かれた。呪い師は1976

年8月18日に7日分の薬をくれた。人々はジョンは気がふれてしまった、我々はジョン

のことをとても心配している、と言った。私はしゃべりまくり、聖書を読んだ。歌い、

祈った。孤独だったからだ。人々は私が気がふれているのだと嘘をついた。私には心配

ごとがあった。家は1975年8月14日に焼けてしまった。私がオナクア八にいる間、深夜

12時から1時の間にだ。伝道所の住居の中ではいちばん大きな家だった。キリスト者、

特に英国国教会に属するあなた方よ、この壊された建物のことを覚え、再建できるよう

祈りなさい。私は孤独だったのだから。］

『孤独な男＝芸術に没頭する幸せ者』などのリノカットを通じて、ジョンの疎外感を窺

い知ることができます。そこには、西洋風の格好をした若い人々が飲めや歌えやの騒ぎを

している傍で自分の芸術に没頭している男としてジョンは措かれています。彼はうわぺの

享楽には目もくれず、芸術作品の完成しか頭にないように見えます。彼の疎外感をよりよ

く表現しているのは『どこへ行き何をしたらよいのか。主よ、お助けください』という作

品ではないでしょうか。　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下、次号に続く）
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『ジョンの新しい家』1987年、73×41cm
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『．ベーター・方チヤヴィヴィとウインター司教』1985年、76×38Ⅷ
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『ジンバヴエ・ハウス』1975年、61×47cm



憾　アンチ　アパルトヘイト　ニュースレター　　　　　　　　　　1993年3月1日発行　第三種郵便物資可

☆集会『南アの女性と子どもたちの日々』
～帰【璽召∋：後の講白市たちろこ聞くへ・′

内容　楠原彰　　「前日帰国。南ア帰国報告会」

津山直子「自立する女性たち」
1髪巨矢洋二∃こ「写真展開催へむけて」

目時　　4月　1　1［∃（巨］）　午後3日寺半一一－6日寺

場所　新宿区西早稲日∃2　－　3　－1
早稲田教会1こ　し／セプショ　ンホ－ル
（結婚式場アバコブライダルホールの隣りです）

主催　写真展　「南アの人々」　実行委員会
m・FAX O3－3443－9775（アフリカ行動委鼻会気付）

☆誓言讐讐篭，『至芸冨書芸霊孟芸C芸芸警告。警舗【琵告慧】

豊島区勤労福祉会館第一会議室（池袋南口より徒歩7分）

（連絡先）日本国際ボランティアセンター　缶03－3834－2388

〒150東京都渋谷区恵比寿4－5－云3－306　南アフリカ間置研究所内 


