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南アの黒人写真家Ⅴ・マトムさんの展覧会を日本で開きたい、と呼びかけて以来、「やりましょ

うl」と応じて下さった方が次々に名乗り出て、何と全国＝都市で写真展か実現することになりま

した0東京、広島、北九州、神戸、大阪、京都、札幌、釧路、名古屋、松本、横浜です。

それだけではなく、各地かそれぞれの地域のユニークなものを引き出して、写真展をよりよく生

かそうと考えてくれたり、P Rも兼ねてプレ・写真展や、プレ・マトム的な催し物を夢前に企画し

て実行したりのニュースが私の耳に入って来ています。Ⅴマトムさんが是非そこでやりたいと希

望した広島市では、開催時期を8月6日の原爆メモリアルデイに合わせて、只でさえ会場不足の折、

場所とりに苦労してやっとみつけたり、札幌の方では大野さんが、二風谷で催されるアイヌ達の国

際民族フォーラムにⅤマトムさんが参加できるように働きかけたり一一などです。長野では、6

月9馴こ“アパルトヘイトは終わっていないよ■と、前宣伝めいた勉強会を開くらしいです。

楢原彰さんかこの間南アに行った時、ヨハネスブルクでⅤマトムさんに会ったのですか、その際

楠原さんが質問してⅤマトムさんが答えたものをテープにとって、私へのお土産に持ち帰ってくれ

ました0その内容は、「南アの現状について」、「彼の生い立ちについて」、「写真への憩いj、「南

アで人気のあるミュージシャンについて」などです。来月の二二L一一ス【レターに翻訳して載せます。

テープおこしそしてくれたのは、ブライアン・アムスタッツさんですが、彼は原稿に・この男は何と

インスパイアリングではありませんかドという感憩を添えて送って来ました。つまり開く人の心

にインスビレイションを与える、励ます、いのちを与える一　一という印象をブライアンさんはテー

プをおこしなから感じたのです。その彼のインスパイアーか、彼の来日以前に、もう始まっている

ような気配がします。

一方、つい先日、日本の警察へ、外務省へ、国際交流基金へ、「Ⅴマトムは危険人物である。

暴力的である凸彼の来日を阻止せよ」という電話のタレコミかありました。私は外務省から電話で

突然この事を告げられ、「もしかしたら今度のこの計画はつぶれるかも知れない」と言われた時、

始めはよく意味がとれない程驚きました。幸いJVCの南ア滞在員である高梨直樹さんが、一時帰

国をしていたので、すぐに外務省に附けつけて事情をくわしく聞いた上で、タレコミの内容を否定

したので船は座礁せずに何とか先へ進めそうです。でも私は兼だ安心するには至りません。

この写真展を実現させる為に1年以上計画を踊り、下準備をして釆ました。考えてみると、南ア
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では何度もこの事についてⅤ　マトムさんや日本大使館と話を重ね、日本ではロの中で唾液がカラカ

ラになる迄よくよく説明し、たくさんの人々との理解を得ながら着実にコトを進めて来たのに、

たった1回の電話のタレコミで役所はたちまちガ夕方タになる巷、日本とアフリカとのきずなは弱

いものなのです。㌔暴力け　とかq危険”とかの言葉が南ア黒人のかたわらにピタリと付けられた時、

役人達は何と素直にその言葉を信じてしまうのでしょうか。

「彼は元ボクサーだったんですってね。提出された履歴書には何も書いてないのは何故ですか？」

と聞かれた高梨さんが、「そんなふうに言うなら、N　マンデラだってボクサーだったんです。」と言

ってくれました。

もうすぐ彼は兼目しますが、彼に会ったら一日で、そのタレコミの不正が判ります。Ⅴ　マトム

さんは、よくロにしました。「悪く姫まったコトは、よく終わる。」重荷を背負って歩む人生を、そ

の途中で励ますようなことわざを、アフリカ人はよく知っています。写真展への道は、楽ではあり

ませんが、前途は洋々です。ぜひ成功させたいですね。
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実子二〒稟＿邑会わ、ら　カ　ン′ヾのお原頁しヽ

実行委員会では、この写真展を共に支え、ご協力下さる方々を募集しています。ボランティアスタッ

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、写真展・その他のイベント開催、V．マトム来日中の写真撮影、南ア帰国後の日本を紹介する

写真展隋催支援のカンパを募っております。賛同金カンパは1口2千円とさせていただきますので、ご

支援のほどよろしくお願い申し上げます。

（振り込み先〉郵イ更ま辰幸季

東京8－714066
写真展「南アの人々」実行委員会

〒150東京都渋谷区恵比寿4－5－23－306　才・FlX O3－3443－9775
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津山療二子

私がシェリルに初めて会ったのは、昨年12月のこと。南アの子どもたちに木を送って

いる「ブックエイド」の東京・大手町でのランチミーティングの時、小柄でショートカッ

トのシェリルは少年のような感じもありながら、しっかりした女性という印象だった。
「卓球の南アチーム代表としてバルセロナに行った」と開き、「えー、オリンピック選

手なの！」と驚き、「今は、元金メダリストで世界卓球協会会長の荻村伊智朗氏の伝記を

番くために来日している」と開き、「えー、木も香＜の・」、そして、「黒人居住区の

子どもたちに卓球を教えている」こと、「スポーツの中での性差別をなくすため、『スポ
ーツウーマン』という雑誌を出している」こと、「ANCや南ア全国スポーツ会議で活動

している」こと、などなどを南アの環状とともに話してくれた。シェリルは、南ア全国ス

ポーツ会議の執行委員（11人）の、唯一の女性の委員でもある。
「運動」というと、もっぱら「市民運動」で、「私たちももっと運動（スポー∴ツ）もし

て、健康的な生活をすべきよね」と、日頃友達と話している私は、スポーツ選手として、

また、反アパルトヘイト運動の活動家としても頑張ってきて、それがめざすものにつなが

っている生き方に新鮮な感動をもった。

「新しい南アをつくるために、草の板の人々の生活が変わる、いろいろな分野での具体

的な活動が必要だと患うけど、私はスポーツの分野に関わっていくことにしたの。子ども

たちにスポーツを通して希望と自信を兄いだしてほしいし、スポーツが一部の人の特権で

はなく、すべての人々が楽しめるものにしたい。そして、スポーツは人種の壁を取り除く

ためにも、とても大切だと思う」とシェリルは言っていた。

南アの子供たちにとって、スポーツを楽しめる機会はとても限られている。ほとんどの

黒人の学校のカリキュラムには、体育や音楽、美術といった科目がなく、運動場やスポー

ツ施設もない。大勢が住む狭い家、空き地や公園もない黒人居住区。どこにも子どもたち

の居場所はなく、外で遊んだり、スポーツをしたり、「子供時代」をのびのびと過ごすこ

とができないでいる。アパルトヘイトの中で、幼い子どもたちも「政治的」に生きざるを

えなく、大人と同じように弾圧を受けながら反アパルトヘイト運動を担ってきた。政治的

には「改革」が進められる一方で、生括、教育などは変わらず、希望や目標の兄いだせな

い状況で、盗難やシンナー選びに走る子どもが非常に増えている。

シェリルは、ダーバンのカラード人居住区で育った。スポーツの好きな活発な少女で、

テニスをやりたいと患い、スポーツクラブに申し込んだが、「白人以外はダメl」と断ら

れ、卓球を始めた。ナタール大学で教育学を学び、大学での反アパルトヘイト運動の中心

も担っていた。「決して符福な家庭ではなかったが、父は技術者として定職があり、教育

を受けることができたことは好運だった」と言う。ダーバンには「カラード」のための大

学はなく、「カラード」の大学とされているケープタウンの函ケープ大学に入ることが原

則で、「白人」の大学であるナタール大学に遭う非白人の学生はとても少なかった時代で

ある。（シェリルは今、31才）　卒業後は、西ケープ大学の開発研究所に勤めた。もち

ろん、卓球選手としても実績を重ね、3回、南アのチャンピオンになっている。
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今年の2月、南ア滞在中にケープタウンを訪れる機会があった。SAMWU（南ア自治

体労働者組合）の本部を訪問する、自治労国際局の中嶋さんと一緒だった。シェリルは、

ル‾ムメートのルシンダと空港に迎えにきてくれていた。会う早々、「どうしよう、校長

先生に呼び出される」と心配している二人に詳しく聞くと、彼女たちが生活や学校の面倒

をみている高校1年生のムプレロ君が、パーティーに行くため、美容院で前後左右を刈り

上げまん中だけ髪を残す最新（？）のヘヤースタイルにしてきてしまったということだ，

ムプレロはボートエリザベスの出身で、シェリルが卓球を教えに行ったときに、将来伸

びると確信した子どもだった。家が貧しく、高校への進学や卓球を挽けることが難しかっ

たので、シェリルが自分の家に引取り、すぐ近くの人種統合の私立高校に通いながら、卓

球の練習を続けている。授業料や生活費など経済的な負担もだが、高校生という一番難し

い年ごろの男の子を引取るのは、なかなかできないことだと患うが、シェリルとルシンダ

は、「生活が全く変わった」と言いながら、新しい経験を結構楽しんでいるようだ。二部

星の寝室の一つはムプレロに占領されているガ㌧：週末や夏休み・冬休みには、さらに卓球

のトレーニングのために黒人居住区やホームランドからやってくる子どもたちが加わり、

足の踏み場もなくなる。

その夜、ムプレロに会った私は、「サラフィーナにでてくるクロコダイルみたいだ」と

笑ってしまい、それ以降、彼は私達の間でクロコダイルと呼ばれている。翌日、シェリル

は本当には校長先生から呼び出され、しっかり注意された。

私たちは、シェリルが卓球を教えているカラード人居住区、黒人居住区を訪れた。黒人

居住区に燐凄するマネンベリ・カラード人居住区は、ホステルのような粗末な2階建ての

アパートが並ぶ。トイレや台所は共同で使うようになっているところが多い。この居住区

唯一のコミュニティセンターは、卓球、ジム、ネットボールなどのスポーツができるよう

になっている。卓球台のある部屋には、2台しかない台の回りに、大勢の子どもたちが順

番を待っていた。まともな運動靴を履いている子は一人もなくて、はだしだったり、大き

すぎたり、′トさすぎたりする古い革靴やビニールの靴を履いている。シェリルが何度も張

り替えてあげているラケットは、木の部分もすりへっていた。子どもの一人、ロメオ君は

12才、お父さんはいなくて、お母さんと8人兄弟が一部屋の家に住む。お母さんはアル

コール中巷でいつも子どもたちに暴力をふるう。12才とは思えない小柄なロメオは、ケ

ープタウンでの小学生トーナメントで優勝し、その時の質晶に靴をもらったことをはにか

みながら話してくれた。

シェリルは、スポーツの中での抵抗運動、オリンピックまでの道などについて、何冊か

の本を書いているが、子ども向けの木も書いている。「私の夢をつぶさないでくDON’T DE－

NY椚DREAHS）」は、黒人の子どもたちとスポーツについての9つの短詩小説からなり、わ

かりやすい英語で内容もとてもおもしろい。また、日本の敗戦後、青少年にスポーツを通

して希望を与えた荻村伊知郎氏の伝記も、子どもたちに読んでもらいと書いたものだ。そ

れらの本がR20（800円）で千冊売れれば、印刷費が払え、子どもたちや学校に無料

かR5（200円）ぐらいで配布できるそうだ。「日本語に訳したい」という声も出てい

るので、本の晴人や翻訳など支援くださる方は、ぜひ下記にご連絡ください。

連絡先：J VC（担当、津山）　101　台東区東上野1－20－6－6F

TEL D3－3834－2388　　FAXO3－3835－0519

（6月に来日するシェリルの講演会を行います。ムプレロも一帯に来日する予定です。

詳細は薮表紙の幕内）
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4／11集会『南アの二女：性と子どもたちのlヨノき』

（読）楠原　　彰

［3］子供・若者の問題が社会化している

それでは最後に子供と若者たちの問題を考えていきます。彼らが明日の南アを担って

いくわけですが、彼らはジャーナリズムから「失われた世代」「阻害された世代」「辺

境化された世代」などと呼ばれ、腫物に触るような扱いを受けています。

大人の世代は彼らに対して、罪悪感、恥辱感、誇り、恐れ、悲しみ・・・といった感

情が複雑に交じりあった気持ちを抱いているようです。ご存じかと患いますが、彼らは

つい最近まで南アフリカの英雄でした。つまり、デクラーク大統領が80年代の終わり

に登場し、マンデラらの政治犯を釈放LANC．PAC等の解放組織を合法化する19

90年2月まで、反アパルトヘイト運動の先頭に立っていたのは彼ら黒人やカラードの

若者たち、子供たちだったわけです。

彼ら若者や子供たちが解放運動の全面に踊り出るようになったのは、1976年6月

のソエト蜂起以来のことです。60年代はじめのシャuプビルの大虐殺後ANC，PA

Cが非合法化され、ネルソン・マンデラらがロベン島に送られるようになってから、南

アの大人たちは「恐怖とフラストレーション」に脅えながら沈黙していきます。

その60年代後半から声を上げ出したのがスティーブ・ピコなどの黒人の若者たちで

した。彼らは瞬く間に弾圧されてしまいますが、彼らの運動、つまり「黒人意識運動」

の影響を受けたのが「ソエト蜂起の世代」の子供や若者たちでした。その後、80年代

半ばになってUDF（統一民主戦線）や黒人労働組合の運動が反アパルトヘイト運動の

イニシアチブを握るまで、若者や子供たちが闘いの中心でした。ですから犠牲者も圧倒

的に彼らだったのです。「サラフイナの子供たち」を想起下さい。

子供たちのあまりの犠牲の多きに耐えかねて、大人や労働者たちが立ち上がった、と



アンチ■アパルトヘイ　トニュ‾スレター　　　　　　　　　　　1993年5月1日発行　第三種郵便物認可（7）

言ってもよいかも知れません。黒人の労働者や大人たちの市民組織が闘いの中心になる

80年代半ば以降も、怒れる子供と若者たちはつねに闘いの一番前面にいました。「国

家と子供たちの闘い」などという大きな活字が南ア紙に登場してくるのは、その頃のこ

とです。ですから、彼らの死をも恐れない不屈の闘いが、白人政権をして果人解放勢力

との妥協をに追い込んだといっても過言ではないでしょう。

しかし、彼らが敵と目標を失い、（ロスト・ジェネレーション）なとと言われ、国家

再建を急ぐ大人たちから厄介者扱いを受けるようになるのは、90年代以降です。長い

間国外に亡命していたANC．PACのたくさんのメンバーたちが帰還（英雄たちの帰

還と言われた）し、子供や若者が闘いと政治の前面から後過せざるをえなかったのも、

彼らにとってはショックでした。

彼らの中心である中学生・高校生たちをタウンシップの路上から学校へ戻すために、

「学校へ帰れ超勤」（Tk B批k bScool伽pai卯）などを、大人たちは始めたりした

のですが、あまり効果はなかったようです。若者や子供たちは失業者の群れを膨れ上が

らせ、犯罪者に転落したり、反動暴力組織にリクルートされたりしています。前に述べ

た暴力問題との関連でいえば、一番暴力の犠牲になっているのも彼らですし、暴力の犠

牲者を作っているのも彼らなのです。マンデラやもうすぐ政権党になるだろうANCの

幹部たちは、彼らに向かって口を開くたびに「デシプリン！」（規律）、「デシプリン

！」と言っているのですが、自分と南アフリカの現在と未来に希望を屋いだせない彼ら

は、ますます疎外感を強めているようです。

著名なジャーナリストであるパーシー。クオボザなどはすでに何年も前から彼らのこ

とを心配していました。

「民衆の財産が子供たちならば、南アフリカは悲しいほど貧しい。国の未来を担うの

が子供たちならば、我々には未来どころか何もない。・・・我々は未来と戦争状態にあ

る民族だ。何故なら、我々は我々の子供たちを、子供時代の天真爛漫な専びを決して知

ることのない、闘いに明け暮れる兵士の世代に追いやってしまったからだ。我々が目の

当りにしているのは、臆病な親たちを拒絶する勇気をもった世代の成長だ。‥・暗黒

の恐ろしい美がその勇気には存在する。それはまた、アパルトヘイトの下で（服従しな

がら）生きてきた我々が、そういう生を拒絶する子供たちを生み出したという我々の誇

りの源泉だ。だが、それはまた、いかに死にいかに殺すかという、我々の大いなる恥辱

に満ちた遺産でもある。」（シティー・プレス紙．1g弼／〟別）

こうした子供・若者たちの社会学的背景について若干触れて、この間題の終わりとし

ましょう。

①まず、こうした子供たちが生まれてくる背負に二十代以下の人口急増の問題があり

ます。現在窯人人口の半分以上が19才以下です。二千年には60％を越えるとされて

います。これは一人南アだけの傾向ではなく第三世界全体の傾向です。日本や欧米では

子供人Hが敢減し、南の世界では激増するわけですから、どこの子供も人類全体の子供
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と考えないと21世紀は格差が絶望的に広がってしまいそうです。

②南アの若者の大量失業の問題も深刻です。現在南ア全体の失業率は40％ですが、

失業者の半分以上が若者ですから、彼らの失業率はさらにアップするわけです。長期間

学校をボイコットしてきた真人の子供たちの場合、高卒予定者の39％（91年の数字

で）しか高校卒業試験（大学人学資格試験）に受からず、ドロップ・アウトする大部分

が失業者の群れに流れ込んでいくわけです。白人やアジア系の子供たちは大部分高卒資

格試験にパスしていきますから、この格差は深刻な問題を学んでいます。数年前まで新

しい教育、つまり「人民教育」の論議が盛んに行われていたのですが、今ではアフリカ

人の大学人学資格試験の結果をどう上げるかといった論議に集中しています。

③郡市流入規制法の撤廃と農村地域の深刻な飢餓、貧困によって若年層の都市への流

人が続き、スクオツター（不法居住）人口が激増しています。青少年の犯罪が増大し、

今や南アのタウンシップは世界長頻の暴力事件の発生場所となってしまいました。そこ

へ南ア固有の政治暴力事件が加わる訳ですから、タウンシップは人々にとっては本当に

住みにくい所であるわけです。

④南アで子供・若者問題が深刻になった社会学的背景として最も重要なものは、長い

間の苛酷なアパルトヘイト支配によって、真人の共同体と家族が完膚無さまでに破壊さ

れてしまったことでしょう。子供たちのモラルや心を育てる相互扶臥世代間の助け合

のネットワークがずたずたにされてしまったことは、何とも痛ましいことです。

トランスカイのマウントフレーイの幾つかの村を回ってみましたが、今でも父閂たち

は出稼ぎに出たまま帰って来ていないのです。送金もしなければ、行方不明になってし

まった男たちもいました。小さな子供と老人の世話をしながら、女たちが村に残ってい

る、これが南アの今も変わらない農村地帯の姿のようです。

都市のタウンシップやスクォーターキャンプでは、その女たちも家政婦や物売りに都

市にでてしまいますので、日中は小さな子供たちと老人たちだけになってしまったりし

ます。少しでも稼げる子供たちはありとあらゆる「仕事」を見付けて働いていますが、

仕事がなく路上でたむろっている子供たちもたくさんいます。こうした子供たちが犯罪

に流れたり、政治的殺し屋にリクルートされたりするのは容易なことです。

［4］希望について

最後に明るい、希望を感じさせてくれる話をして終えることにいたしましょう。南ア

全体で700万人はとのホームレス（多くはスクォーター・キャンプの住民）が出現し

ている訳ですが、彼らが家や土地を持てたり、自治組織をつくったりできるように、彼

らを援助している黒人たちのグループがジョハネスバーグにあります。その集会に参加

する機会を与えられたので出てみました。金曜日の夜8時から始まって、なんと夜中の

3時まで続いたものです。ジョハネスバーグの下町の事務所に、その日の仕事を終えた

ごくあたりまえの中年のおっさんやおばさんたち40人ほどが集まってきて、一人一人

が発言して、激しい議論が続きました。
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この人たちはジョハネス近郊の各所でホームレスを支援しているNGOの代表の人た

ちで、自分たち白身がマッチボックスと蔑称されている家に住んでいながら、自分たち

よりさらに貧しく困難な状況にあるホームレスの人々のために、ホームレスの人たちと
一緒に運動をしている人たちです。その日はたまたま会費や事務局の体制などをめくっ

て内部対立が起こっていて議論は激しいものでした。

前にお話ししたように、ショハネスの街は今、暴力事件が頻発しており、とても夜中

に出歩くことなどはできないわけで、革のない人たちはみんな事務所で夜をあかしまし

た。

もう一つの明るい話は、トランスカイの農村で連れて行ってもらったイシナンバ農村

開発クループの元気のいい村の女性たちの活動です。これはJVCが支援している活動

なので後で津山さん（前号参照）が紹介されることと思います。僕が見た村は裁鰍こ取

り組んでいるクループの村とパン作りをやっているグループの村です。出稼ぎではとん

と男のいない村で、夫や男にたよらないで自分たちだけで力を出し合いながら、経済的

な自活の方途を作り出していこうと、村の女たちは真剣でした。その共同作業の場が、

まず何よりも楽しい交わりの場であることは、数々の歌と踊りで歓迎されてよくわかり

ました。

でも、この農村開発の女性グループを10数年間育て、導いてきたMさん（女性）が

別の場所でお会いした時のことですが、南アを呑み込んでいる暴力問題を話し合ってい

た折に、独り言のようにポッンと言った言葉も伝えておきましょう。

「この国はとうなって行くのでしょう。私も疲れ果てました。・‥」

そうそう，その前に彼女は僕に向かって言った言責は、「あなたはまだ反アパルトヘ

イト運動を続けているの？」というものでありました。

僕の報告は、これで終わりです。ありがとうございました。
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ンと踏みつけながら言った。後に彼の家に一泊

することになる。

テンパーさん。27才。私より少し背が高い。

180cmぐらいだろうか。あいさつをかわした

が、少し間沈黙があってバツが悪かったので、

思い切ってアパルトヘイトについてどう思うか

聞いてみた。即座に早口でしゃべりだし、沈黙

は簡単に破れた。

「見せたいものがあるからこっちへ来てく

れ。日本に帰ったらアパルトヘイトについてみ

んなに知らせてくれ」

事務所へと案内される。扉の鍵をあけ、中へ

入って机の引き出しの中から準備していたかの
ように新聞記事のコピーをとりだした。
－SCMミME TO B肥m m PⅨm Wm

Hore than　530　pmr¶hite familiesin

Pretoria area t□　benefit from an

addltionalI一肌皿on to be spent b tb

government onlomSt bMing tb∋City－

（「プアホワイト（貧困白人）に対する援助

策」－プレトリア地域の　∬0以上の白人家庭

は、政府による8億円の住宅援助が追加される

ことにより、恩恵をこうむることとなる。）

ミス・ワールドを決める大会の記事が隣につい

ている。

「黒人には何もない」何度も同じことを繰り

返し言う。腹の中にたまっていたウップンを一

気にはきだしてしまったかのようだ。彼の声高

の口調が、私の質問に対する答えとなってい

た。壁にマンデラの絵が掛かっているのに気が
ついた。

地平緑をのぞむことができ、広がる青空に
は、プクプクと太った雲が散在している。気持

ちのいいことこの上ない。一体ここで何がお

こっているのだろうか。

今回は他に行くところがあって、満足に人々
の話や生活を見聞できなかったので、もう丁度

訪問する約束をする。私にそう思わせたのは、
サイモンさんが次のように言っていたのが印象

的だったからだ。「一晩でもいいからもう一度

来てくれ。ここには人種差別はない」

（以上、『ン弘y』（南部77財通信）より転載）

㈹　アンチ’アパルトヘイト・ニュースレター

南ア見l笥録
－ジェフスビルを訪ねて①－

枝Jll　ヲ己志
lJⅥ詳ランティア）

突然、「掘っ立て小屋」の集落が視界に現わ

れる。思わず息をのみ、近寄りがたい気持ちに

なる。目の前で初めてそれを見るものならだれ

でも、おそらく衝撃をうけるに違いない。舗装

された道路を左にはずれ、土ぽこりなあぴなが

らデコポコ道を通り、「集落」の中へと入って

いく。

日本人はもはやそれほど珍しくないのだろう
か。我々の到着に、人々はさして気にしている

ふしもない。人々の往来がはげしく、にぎやか

である。そんな雰匪L気の中、手をふって「ハロ
ー」とあいさつをすると、何気なく歩いている

人も相好をくずしてこたえてくれる。ホッとす

る瞬間だ。J VCの括動地であるジェフスビル

を2月11日、訪れる。

ジェフスビルは、1991年9月に誕生したスク

オツター（不法居住者）キャンプである。首都

プレトリアの西方約15キロに位置し、4600世帯

に人口約18、500人が住んでいる。ジョハネスパ
←グから車で約1時間、途中フリーウェイの左

右に開ける広大な大地は、以前訪れた北海道を
思い起こさせる。

具体的な生活の様子は後述することにして、
ここでは会った人々の中で目立った人の声を簡

単にとりあげてみよう。

サイモンさん。50才ぐらい。家には妻と娘さ

んがいる。現在、失業中だそうだ（ジェフスビ

ル全体の失業率は、帥％以上と言われている）。

とにかく歓迎してくれる。肌の色とのコントラ

ストで、笑顔のときの歯が真っ白に見える。と

ころが自己紹介で私が学生であることを知ると

とたんに笑顔がなくなり、眉がグッとよって厳

しい顔つきで、rアパルトヘイトによって、お

れたちは満足に教育を受けられなかった。被害

者なんだ。おれたちはアパルトヘイトによって

踏みつけられてきたんだ」と、地面をパンパ
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“イエ【を見てみよう。大半がトタンや板で作

られている。窓がまったくないものもあれば、

飾り程度についているものもある。したがって

日中－イエ”の中に入ると、風通しが悪いので

かなり暑く、また暗い。中には庭があるものも

あり、花や芝が植えられていて、手入れが行き

届いている。「中級」にぞくすると思われる
】ィェ†を取り上げてみる。

材料が揃っていれば、15時間ぐらいで建てら
れるのだそうだが、かなりの金がかかる。だい

たい400～500R（R三＝40円）らしいが、千差万

別であろう。トタン板・ポール・釘・セメント
・。これより雑な作りのものもあるが、かな

りしっかりと組み立てられているものもある。

しかしながら、この様な6畳1間程度の家に複

数の人々が佳むということを考えると、“イ
エMの作り以前の問題となる。

ジェフスビルの南東には′ト高い丘があり、そ

こに向かって歩いていく。丘に近づくにつれ、

道には岩や右などが増え歩きにくい。また、姓

革がいたる所に生えているのが目につく。途中

から合流したテンパーさんに、この辺は草が多

いということを話すと、「革は生きているとい

うことを実感させるんだ。俺たち自身を改善す

る力になるんだ」と、笑顔で答えた。加えて道

の劣悪さに話が及ぶと、テンパーさんの性格か

「とにかく道は悪い。タールを塗って舗装され

なくちゃならない。雨が降ると土を運び去って

しまうんだ」と、力強く話した。近くには、深

さ・幅ともに1メートルぐらいの干上がった
｝小川－　らしきものがある。

こうして歩いていると、各岬イエ‾で成人女

性をよくみかける。もう11時過ぎでやることが

ないのだろうか、“イエ”の前でボーッと座っ

ていたり、女性同士で話をしていたり、腰をか

がめて庭の掃除をしていたり、洗濯をしていた

り（洗濯で使った水はどこに流すのだろう）・・
・。こんな風に一日中どこへも行かず、“イ

エ〝にいる場合が多いようだ。未亡人であった

り、離婚をしていたり、ダンナが仕事で街へ出

ていってしまっているため“留守番－をしてい

たり、と大きく分類できる。あいさつをすれば

南ア見聞録
一ジェフスビルを訪ねて②－

2月22日、再訪を約束していたジェフスビル

を訪ねる。午前9時頃にもかかわらずかなり暑

く、太陽が肌をチクチクと刺すような感じがす

る。おそらく日中は30度をこえるのではないだ

ろうか。

生活環境が具体的にどんなものであるか知り
たかったので、キャンプ内を見回ることをアイ

ビーさんに申し出る。我々だけでは危険だとい

うことなので、案内者をたててもらう。「頭の

おかしな連中がいるから　‥・」と、人差し指で

頭を指しながらアイビーさんは言う。
「警察がやってきてあなたがたを撃つかもし

れない。普察官の大半が白人で、彼らがバイオ
レンスをうみだすのだ」

また、こんなことがあったと話してくれた。

「ヘリコプターが夜中の3時噴飛び回って、4

時単項になると警察官がキャンプ一帯を取り囲
んでいた。そして、6時単項人々の家に押し入

り、家宅授査をしはじめるのだ。どうやら、A
K－47銃などの武器を探しているようなんだ

が、彼らが何を目的としているのかわからない

」

首を左右に振りながら、うつむき加減でアイ
ビ【さんは言う。話のなかで次の言葉を何度も

う垂発した。rCRAZY」

案内者は3人たててもらった。その中に警棒

を持っている人がいる。キャンプ内のパトロー

ルをしているのだ。名前を聞くと「ハッピー」

というので、冗談だろっと思って聞き返し、綴

りを書いてもらったら、本当に「HAPPY」

だったので思わず笑ってしまった。21才。もう

すでに結婚している。5人兄弟で、兄・妹・幼
い弟2人。この目はちょうど持ってこなかった

のだが、カメラに興味をもっているようで、「

今度使いかたを教えてくれないか」などと言わ

れた。こうした話の延長で、何が今一番欲しい

かと聞いてみる。するとしばらく考えてから小

声で、「WORK（仕事）」「カメラは欲しく

ないのか」「欲しいが・‥・」。



元気なく手を振る人もあれば、笑顔でうなずい
てくれる人もある。じゃあ男は？ただでさえ失

業率が高いのに。出稼ぎに行っている人もある

だろうが、象徴的だったのは、隣接する黒人居

住区・アトリジビルの酒場に、酒を食らってい

るオヤジたちが100人近く（もっとかな？）も

いたことである。サイモンさんに案内されたの

だが、少々怖かった。

丘の上からの眺めは、いかにもアフリカ！と

いう気持ちを醸しだしてくれる。天気もいい

し、平原と青空が果てしなく広がっている。し

かし、現実は日日。窮屈な印象を受けるキャン

プが正面にあり、右手には整然としている黒人

居住区・アトリジビルがある。このギャップ。
いかにも“南アフリカ！¶。「ここに世界のす

べてがある。感動大陸、南アフリカ」とは、観

光パンフレットの弁であるが、確かに南アに
は、先進国と第三世界の関係が凝縮されてい

て、「世界のすべてがある」と言えるかもしれ

ない。

それにしても、暑い。首筋・鼻の頭などは、

もう真っ赤である。みんなせっかく案内してく

れているのに…・、とにかく暑いのだ。その証

拠に、犬も日陰でゴロンと寝ころがっている。

呼んでも知らん顔、近づくとすぐ逃げる。シッ
ポも垂れ下がったままである。そんな中でもガ

キどもは元気だ。このことは、おそらくいつの

世でも、世界共通の現象であろう。三輪車に乗
って遊んでいたり、と子供の声はどこからとも

なく聞こえてくる。眼鏡が珍しいのだろうか、

私を見ながら、学校帰りの子供たちが人指し指
と親指で鰯を作り、白い歯を出しながら目のと

ころにあてて笑っていた。

＊　　　　＊　　　　＊

7時過ぎになって、ようやく日が暮れはじめ

た。日中の暑さとうって変わって涼しくなり、

幾分肌寒さを感じる。
ジェフスビルには電線など設置されていな

い。従って、臼が暮れれば真っ暗である。ゴウ

音とともに、稲妻がビカッと光る。その一瞬だ

け、真っ暗闇といえども、昼に逆戻りしたかの
ように目の前に視界が開ける。サイモンさんが

手を引いてくれるが、暗くて道が分からないか

ら思うように足が進まなかった。

予告通りサイモンさんの蒙に泊まることにな

る。実は我々が泊まる余裕などはないのだが、

本当に親切にしてくれる。失礼な言い方かもし
れないが、rポロは着てても心は錦」とはこの

ことを言うのだろう。人間の質は、言うまでも

ないことだが、肌の色やらセンスの良し悪し、

財産の里、学歴などとは全く無関係なのだ。

夕食は、奥さんと娘さんが用意してくれた。
ライス、トマトソース、チキン、コーラ。レス

トランでも開けるのではないか、と思えるほど

美味である。おかわり、と言うわけにはいかな

かったが日日。

サイモンさんの●‘ィェー　も、先程紹介したよ

うな－イエ”である。中は整然としているのだ

が、そうはいっても、暗いのでよく分からな

い。のぞき見精神も控えめにしなくてはならな

いが、全体的にはしっかりした作りで、コンク

リートの床はツルツルである。2日がかりで仲

間と作ったそうだ。それにしてもたいたのは、

数時間前に訪れたアトリジビルのサイモンさん
の知人の家が、車4台、プール付きの豪邸だっ

たことだ。こういう家に生まれて始めて入った

が、まるでお城である。本などで見る「黒人間

の階層分化」という言葉を、目の当たりにした

感じである。
「歴史上、権力を所有する人々が自発的にそ

の特権を放棄したことはない」とは、思想家ラ

スキの言葉。一上の方”ではいろいろ行われて

いるようであるが、この匡iの来し方行く末は、

テンパーさんやサイモンさんといった人々の声

を、どれだけくみ取れるかにかかっているので

はないか。そんなことを考えながら用意しても

らったベッドに寝る。人の声や犬の吠える声が

時折聞こえる。雨が降ってきたのだろうか、ト

タン屋根にボンボンと雨がはじける音が響いて

いる。

（2月8日から1か月間、南アに滞在）
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WEEM∬ⅡA札鵠鵠レ』
ヒルプロウの少女たちの話

ヒルプロウのホテルやアパートは、14才くらいの少女たちが暴力やときには殺人の恐怖

にさらされながら売春を行う舞台となっている。

フィリッパ・ガーソン記

小さなプラひとつで「プリティ」（自分の名をそう呼んだ）はベッドに腰かけ、煙草を

吸っていた。ヒルプロウのホテルの部屋の狭いダブルベッドの上で、ぐっすり寝入ってい

る二人の少女に彼女の筆書な体は窮屈そうにはさまれていた。朝早い時間なのに、プリテ

ィの顔は疲れきっているように見えた。夕べはプリティやその友だちのサーヴィスを求め

て、「かも」たちがひっきりなしに訪れたので忙しかったに違いない。床には使用済のコ

ンドームが転がり、テーブルの上には夕べの持ち帰りチキンの食べ残しとけばけばしいバ

レンタインカードが散らばっていた。

17才だという（しかし、もっと幼く見えるが）プリティはこのホテルに住み始めて三年

になる。彼女はレイプしようとした叔父に刺されそうになったときセボケンの家から逃げ

出してきた。

「お母さんはいるけれど他の男の人と暮してるの。私はその男のこと好きじゃないから

お母さんと一緒に住めないのよ。」

「私は寂しいわ。」と彼女は溜め息をつく。「あんまり稼げなかったし家賃は払わなく

ちゃならない。ボーイフレンドが裟婆に戻るのに1000ランド必要なの。家に帰ったって安

心して暮らせないから帰ることもできないし。もし家族が、私が何をしてるか知ったらす

ぐ連れ戻しに来ると思う。そして、私をひどいめに遭わせるわ。この仕事は気持ちのいい

ものじゃないわ。やりたくてやってるわけじゃないのよ。いつでもやめられるわ。きちん

としたボーイフレンドができたら、何もかもきっぱりやめよう、つて自分に言い聞かせて

るのよ。」

そうは言うものの、彼女にはどこにも行く所がないのだ。「他に何か仕事ないかしら。

みつけてくれない？」と何度も私は頼まれた。

何日か後に会ったときは彼女はもっと元気そうだった。流行の服を着て化粧をし、髪型

を変えていた。おまけに目に黒い症があった。ひっかけた客になぐられたのだ。

彼女や彼女の部屋を使う友人たちは暴行を受けるのはしょっちゅうだと言った。男たち

は金を要求されたときやセックスを拒否されたときに暴力的になるのだ。彼女たちは「幽
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霊」とあだ名された、痩せた黒人の男を恐れている。この男は彼女たちを脅すのだと言

う。プリティの友だちのエルヴインは彼にひどく殴られて肋骨を折り内戚を損傷して三選

間入院した。彼女は顔にも傷があった。
エルヴインは「殺されやしないかととても恐い。」と言う。ホテル住まいの何人かの少

女たちが、絞め殺されたり窓から掛げられたりして発見されているらしい。先週、ヒルプ
ロウでも有名な売春宿のひとつ、リトル・ローゼニースホテルで女性が殺された。

プリティや彼女の友だちは、ひとりもお客を取れない日が続くこともある。時には一回

20ランドは00円）しか得られないこともある。「特にお金を持ってない黒人からはね。」

とプレティ。「ネスト・インやディプロマット、ロイヤルパークホテルなんかにいれば

もっと稼げるのよ。このホテルではあまり稼げないし、三日以上家賃（一泊55ランド）を

払わないと追い出されるの。前は一晩1000ランド稼いだこともあったけれど、今は200ラ

ンドよ。客が一人も見つからないで終わる日もあるわ。ここのところ景気は悪いみたい。

前は通りを歩いたものだけど、最近はおまわりが恐くて。あいつらったら兄のがすかわり

にお金を要求するのよ。」

ヒルプロウのクォーツ通りのスラム街にあるゴールデン・キイアパートは24時間、売春

人や麻薬売人の巣窟となっていて、警備屋によると6、7人の未成年の少女が同居してい

るらしい。ドアのところで盗み聞きしていた懐番待ちの客が「ビチビチだよ。」とこヤニ

ヤしていた。

15才のルルから取材しようとしたが無駄だった。彼女はショーツを引っ張り上げながら

ドアのところまでよろめいてきた。ベッドの上には友だちが何人か腰かけていた。部屋に

マンドラックスの薬品の匂いがたちこめ、空気は澱んでいた。「だめよ。」彼女は動揺し

ているようだったが、「取材はお断わり。」と言ってドアを閉めてしまった。

近くのリトル・ローゼニースでは14才くらいにしか見えない少女が階段を上ったり下り

たりしていた。18才以下は許可されていないはずなのに。披女らはお客を連れ込むたび、

5ランドを部屋の主に支払うことでお互いに部屋を融通しあっているのだ。

「ほかの子たちがやり方を教えてくれるわけ。」とプリティは言う。しかし、仕事を

盗ったとして、年少者が年長者から虐待されることもしばしばある。「男は私たちみたい

な若い娘が好きなのよ。」

披女らは定期的に市営の「奉仕活動クリニック」に検査を受けに行っているし、コン

ドームを使用していると言う。しかし、あどけない顔のエルヴインは、「お金のない時は

コンドーム無しのこともあるのよ。」と言った。

路上で暮らす子どもたちには出口がない

仕事を求めて、あるいはタウンシップの悲惨な環境から逃げ出して都市に集まるホーム

レスの少女たちが直面するのは、二つの羨ましくもない選択肢である。ひとつは少年に変

装してストリートチルドレンの群れに加わること、もうひとつは売春婦になることであ
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る。

いずれにしても彼女たちは生きていくために体を売ることになる。ホームレスの少女の

ための施設がほとんどなく、シェルターも全くないジョハネスバーグ周辺で、彼女たちは

犯罪と暴力と性的虐待の闇の世界に放り出され、逃げ出すことができないのだ。

ヒロプロウやジョハネスバーグの裏通りでは何百人もの少女たち－中には14歳未済の者

もいる－が、安ホテルに詰めこまれ、路上の生活から離れているために体を売っている。

少年たちの群れに混じって歩道で生活する者もいるが、そこでも“cllip chop”（お金と

ひきかえのセックス）は生きていくために不可欠なものとなっている。

11歳の少女を「性的奴隷」として自宅に隠していたとされるイエオビルに住む男が逮捕

されたことは、子どもたちからの性的搾取が深刻な問題になっているということを、人々

にあらためて認識させた。ウィークリーメイルの情報によると、このボン引きは10歳くら

いの少女たちに売春をさせていたということだ。男は「ぴちぴちした娘」たちを紛争の続

くナタール地方から連れ出し、イエオビルの自宅やジョベルト公園近くのぼろアパートに

閉じ込めていた。警察は、ほかに三、四人の少女がイエオビルの自宅にいた、と言ってい

る。

ウィッツ大学の、子どもと暴力についてのプロジェクトのコーディネイターである心理

学者、シェンギーネ・ムキゼは、11歳の売春婦のカウンセリングを行っている。その子は

母親さがしのために、ホステル居住者とともに数カ月前にトランスカイからやってきた。

彼女は2～3週間ホステルに閉じ込められたあと、一軒のホテルに置いていかれた。「彼

女は現在売春をしています。はでな服装をし乱れた性生活にはまり込もうとしています。

」とムキゼは言う。彼はさらに、シピーン（居酒屋）で雇われているホームレスの少女た

ちにも出会ったと言う。彼女たちは「商売繁盛」のためにごくわずかな衣装だけ身につけ

るように命じられ、そして結局は性を売ることを強いられるのだ。

ウィークリーメイル紙は、ヒルプロウで売春している数人の少女から取材した。彼女た

ちのほとんどは「二十何歳」と言うが、15、6歳以下にしか見えない。彼女たちは、近

郊のタウンシップの、不幸な崩壊した家庭から、ジョハネスバーグで仕事を見つけ新しく

やりなおすために逃げてきた様子を語る。彼女たちは皆、この「仕事」をどれほど辞めた

いと思っているか、しかし、どうしたらいいのかわからない、という。客や「かもにされ

た者」が彼女たちに暴力をふるうのは毎度のことで、商売はどんどんうまくいかなくなっ

てきている。ジョハネスバーク地区の警部補ヨハン・ファン・デル・メルベ氏によると、

未成年の売春婦が発見されたときには「適切な福祉関係当局に送られる」そうだ。彼は「

最大の問題は彼女たちが16歳の未成年だという証明をすることだ。われわれはその気にな

れば16歳以上だと主張する彼女たちを（売春誘致罪で）告訴することもできる。彼女たち

は身分証明書も携行していないし、実際よりも年上に見せようとしいている。」とも言っ

た。

16歳未満の少女と性行為をした男性は起訴を免れない。「性犯罪法」によって、性行為

の見返りとして金銭的報酬を受けた売春婦もまた、告訴される。売春のかどで捕まった女

性は通常200から300ランドの罰金を払わされ、数時間後には釈放される。

ボン引きや、未成年者を雇用している斡旋業者など、子どもを虐待する者の取り締まり

を主目的としている「児童保護課（CPU）」のデイヴ・ハラス巡査は、14歳くらいの白
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人の少女が市内のマッサージパーラーや斡旋業者のところで働いているのが見つかったと

言う。CPUは平均して月に一件の告発をしており、少女たちは職業学校や里親家庭、姿

護院などに送られる。

売春婦も含めて、黒人のストリートチルドレンの場合、選択の余地はほとんどない。警

察は彼らを逮捕しても、連れて行く場所が全くないのだ。ハラスは言う。「ヒルプロウは

流民であふれている。これが問題だということは我々もよく承知している。この状況を取

り締まるだけの人員が確保できていないのはまことに残念なことだ。何千人もの流民と多

くの売春の問題に10人から12人の警官が対処しているのだ。これは単にインフラストラク

チャーだけの問題ではない。」警察も福祉関係も人員が不足しているので「消耗戦をして

いるようなもの」と彼は言う。

手を広げすぎ、しかもアパルトヘイトのために今もまだ絶望的なまでにずたずたになっ

たままの保健・福祉関係当局は、もしも警察が力ずくで道路を一掃しようとするならただ

崩壊するだけである。「子どもたちを皆片付けたとしても、ヒルプロウだけで1000人もい

るその子どもたちのお守りをすることになるだけだ。我々にどうしろというのだ。」

施設の分離がなくなったとはいうものの、警察は未だに白人の未成年者と黒人の未成年

者を別々の機関に送り込む。

白人の場合はCPUによって国民の健康と人口促進省へ引き渡されるが、そこにはソー

シャルワーカーや学校が整備されている。一方、黒人はトランスヴァール州行政府（TP

A）が受け持つが、ここには何の処理能力もない。未成年の少女にはTPAの「避難場所

」に行くほか、ほとんど選択の余地がないが、経験者によると、そこは刑務所と大して変

わりはないという。

ホームレスの少女たちはStreetvise’Sソエト支部のコーディネイクーをしているミナ

・モタウンの元にたびたび送られる。彼女は少女たちを身ぎれいにしてやり衣服を与えて

から、イぺレゲン・センターへ行って毎日の授業に出るよう勧めるが、少女たちを住まわ

せる家をもっていない。ほとんど例外なく少女たちは数日後にはモタウンの前からいなく

なり、二度と姿を見せない。彼女はソエトの少女たちのシェルターを作るための募金活動

をしているところである。

ジョハネスバーグ市議会は、以前TPAが使っていた、市のセンターにある大きな建物

をホームレスの人々に開放しようとしている。四階建てのこの建物は350重あり、性別、

年齢を超えてあらゆるホームレスの人々に五月には閤放される見込みだ。この建物の各部

門の運営には、さまざまな組織から申し出が来ている。市議会は、ここで最優先されるの

はホームレスの少女たちである、としている。

性を買われる少年たち

性を搾取されているのはホームレスの少女ばかりではない。路上で暮らす少年たちもま

た、年上の仲間や買春するおとなたちにもてあそばれているのだ。
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Stree加1Seの創設者であり名誉会長であるギル・スヴァルト・クルーガーは次のように

語る。「ストレートチルドレンは、特に性を搾取されやすい。社会から逸脱した者である

ということで、彼らに暴力をふるう者を世間が野放しにしているからである。滝上で生活

するおとなたちは力ずくでセックスをするが、そうでないおとなたちは金を払う。箱上で

客待ちしてホモセクシュアルの酒場でサービスするストリートチルドレンもいるし、アパ
ートで女性相手の歪んだセックスをする者もいる。7歳くらいの路上生活の新入りの子ど

もたちは、食べ物と衣服をあげるといって家に誘われる。着くと風呂に入れられ、食べ物

と着る物を与えられた後、セックスのビデオを見せられ、真似してみろと言われるのだ。

」

ヒルプロウにあるStreeblSeのシェルターでは、10歳から16歳の少年たちがテーブルを

囲んで自分たちの性体験について語っていた。最年少の少年たちがさまざまな性行為を表

わす、通りでの隠語をやっ善になって話してくれたが、聞いていて胸がはりさけそうな言

葉だった。Montanyula＝普通のセックス。bezu＝；アナルセックス。SkoⅢOra＝マスターベ

ーション。

少年たちはcl11p Chopつまり売春の自分の経験を他の少年には語りたがらない。しか

し、金ではない、なにがしかの見返りをもらうために性を提供しはじめたことは、ほとん

どの者が認める。少年たちは大抵、とても幼いときに性体験をしているが、それは路上で

年長の少年たちに襲われたということもあれば、逃げ出してきた家庭でそういう目に遭っ

たということもある。

このシェルターにいる二人の十代の少年は近くの安ホテルに入りぴたっているところを

見つけられたが、そこでは二人の女性がセックスの相手として彼らを買っていた。ことが

発覚した途端、この二人は姿をくらましてしまった。シポは、彼と友人がどういうふうに

食べ物と遊びとゲームにつられて女性のアパートにおびき寄せられたかを話してくれた。

身体のゲームはすぐに性的なものへと転じた。「彼女は僕たちの“オシッコ”で遊ぶとお

金をくれた。僕はまだ′j、さかった。それが聖書で子どもと遊ぶやり方としては正しくない

と書かれていることだったなんて、分からなかった。」と言う。

「自分の性体験のためにストリートチルドレンが混乱するのはよくあることだ。あまり

細かく質問するとシェルターからいなくなってしまう。」とスヴァルトークルーガーは言

う。犯罪者たちは少年を搾取するけれども、一方でストリートチルドリンが今までほとん

ど味わったことのない、親切やぬくもりといったものを与えているのかもしれない。

力ずくのセックス、特に同じ路上生活者によるそれは、珍しいことではない。最近この

シェルターにたどりついた10歳の少年は、近くの公園でレイプされた。彼はすぐに姿を消

した。

数人の少年が、近くのカフェの従業員から性的いたずらをされた、と訴えている。この

従業員は代償として食べ物を与えていた。

毎朝通学路近くの高速道路の下で車を停めて通学する少年たちを待ち伏せする舅の話を

する少年もいる。「僕らは奴らと口をきかないで走って逃げる。ときには車で追いかけら

れることもあるんだ。奴らは『おいで、おいで』と言うんだよ。」と11歳の少年は言う。

どうしてその男が君たちとセックスしたいって分かるの？　と尋ねると、「日を見れば分

かるよ。」と少年は言うのだ。
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クリス・八二暗殺を報じるサンデー・スター紙

（93年4月11日号）
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いつものようにその朝、近くの店に新聞を買いに行く。日曜版の新開は、小さ

い店だとすぐ売り切れてしまうことが多いので、七時半ごろ家を出る。離れたと

ころから新聞を見たときは、瞬間、マンデラが殺されのかと思った。どの新聞も
一面、顕を打ち抜かれ、血まみれになっているクリスり＼二の写真がのってい

る。rちょっと見せて。」おじさんが私の買った新聞を食い入るように見る。
rなんてこった。J黒人の間では既に個人レベルで緊張感が走っていた。

日曜日の新聞は平日のよりも高い。平日紙は60～90セントだが、日曜紙は

分厚く、2～3ランド（1ランド現在約35円）。だがその日は、ふだん2ラン

ド70セントの各紙が3ランド50セントだった。ハニ特集のせいだろう。つい

最近、税金もあがったからまた新聞もいろいろ値上げしていたようだが。

この日、弘は（旧）白人居住区のケンシントンというところに友人をたずねて

いたが、ここに住む黒人たちは、おそらく3ランドもする新聞を何冊も買うのが

難しい人たちだろう。昨年ここを訪れていたとき、ANCのミーティングに参加し

たが、そこにいた黒人たちはほとんど、この地域の白人家庭でで働く家事労働者

だった。白人・インド人・黒人が膝を突き合わせ、通訳を交え、一人一票制の選

挙までの過程を学習する光景が印象的だった。ここでは人種に関係なく対等に議

論をし、交流しあえても、日常レベルでは、賃金一つをとってみても、絶大な格

差が存在する。そして、家事労働者の賃金は特に安い。

その日、テレビ番組が八二特集をするだろうと思たが、昼間の番組に変更はな

かったようだ。夜のニュースでは繰り返し報道されてはいたが。これが日本だっ

たら一日中事件に関する特集が組まれただろう。翌日の月曜日から既に、人々は

次々と抗議デモを組織した。水曜日には職場をボイコット、この大規模な在宅ス

トで経済的打撃は5億ランドにのぼるというが実際は計算のしょうがないともい

われている。

抑
捌
紺
崇
篭
硝
完
鳩
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葬儀の前々日の土曜日、人

々はヨハネスブルグの街に結

集した。黒人たちは、自分達

の住むタウンシップから街ま

で徒歩で抗議の行進だ。近い

ところでも街の中心から車で

20分ほどの距部を、本当に

歩いてくるのだろうかと思っ

ていたが、人々は次々に、地

元地域の旗を掲げて到着して

来た。ヨハネスブルグに二年

あまり滞在しているカメラマ

ンの新田さんは、彼らと行動

を共にL rあいつらタフな生

活に慣れている」とやはり感

心していた。黒人たちは、デモの時歌ったり踊ったU、走ったりもするからだ。

上空をヘリコプターが舞い、その下には拳をあげた怒った人たち。「彼はあな

たと私のために死んだ」「八二の精神は死なす」とかかれたポスター、Tシャツ

で街は斎たされた。雰囲気は電撃的だ。

南アの人権委員会によると4月21日現在で、ハニ暗殺に直接関係する死亡者

が57人、負傷者は617人という。葬儀の前日、セボケンでは21人が虐殺さ

れる事件が起こり、また当日は葬儀場のスタジアム近くに住む白人男性が、暴徒

にあって殺され、寮を焼かれた。この男性は新聞報道によると、ANCの支持者

だったといわれている。セボケンの事件などはハ二の影に隠れがちだったが、ま

たしてもか、と患わせるような大量虐殺だ。生き延びた住人が「運転手の肌の色

は白かった」と証言している。死んだ母親のそばで乳のみ児が眠っていたなど、

痛ましい殺しの場面があまりにも多すぎる。

本格的にアパルトヘイト撤廃の作業が進むにつれ、もっともつと犠牲者が出る

ことが考えられる。右翼は宣戦布告、アパルトヘイト維持のためなら手段を選ば

ずの構えだ。それでも私は、この国に希望を感じずにはいられない。私の住むヨ

ハネスブルグのアパートの窓からは、5月の前半は一日おきといっていいほど

人々が集まり、力強く行動する光景が見られた。労組の事務所があるので、ここ

が集合場所になっているらしい。反暴力や一人一票制実現を求めて、あるいは三

千人を解雇した大手スーパーの従業員がストライキに出る。ハこの後を追うよう

にしてなくなったオリバー・タンボをたたえるデモもあった。被は、ハ二の葬儀

の間終始涙を流していたという。
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絶望しない、そして復書の匂いなど微塵にも感じさせない人々の表情が、異国

人としてこの国に住む弘さえ、勇気づけてくれる。

八二の暗殺は、アパルトヘイトが未だ終わっていないこと、そして民主主義を

求める南アフリカ人の情熱をくじこうとする本当の徴が、政府内だけにとどまら

ないことを人々に強く思い知らさせた。ポーランド生まれの犯人の背後には、国

際的な反人種差別団体が存在することが明らかになりつつあるからだ。

だが、三百人ほどの小規模な集まりにも何台もの装甲車、パトカー、重装備の

警官がついて回る肌今日もアパートの下に集まる人々の前に、それらは遠吠え

している犬のように、小さく見えるのだ。

CITYPll【SS93．5．15　ハ二暗殺背後の見えない手

（ハ二暗殺の）ちょうど五カ月前、法務大臣のコツイ工は政治的動機のある殺し屋のリスト

公表し、昨年十月にはこう言った。「ANC」は、共産党、特にハ二氏との関係をたたれるよ

う、ご忠告申し上げておく。」

近く行なわれる等疑者夫婦の裁判では，「極右の共謀」について告発がなされるだろうが

それでおしまいなのだろうか。しかし、暗殺の前、彼を落としれ用とするおとしいれよう

とする巧妙な、そして大掛かりな計画があったことは公式の事実である。

ハ二の暗殺未遂は昨年七月にも起こった。その数週間前に、反ANCキャンペーンが開始さ

いわゆるr帰国亡命者委員会Jのドゥロングワナが中心となった。彼はANCに潜入しスパイ

動をしようとして捕まった、悪名高書治安警察である。彼はテレビで「我々の委員会はハニ

ような、MKのリーダーを殺す」とまで育ったのだ。

去年、この陰謀計革の流れが変わった。政府の情報部門は18ページに及ぶ報告書を作り、

それは八二とウィ二一・マンデラが新政党結成を準備し、秘密手隙をジンバブエに作ったと

張している。この報告書は八二暗殺九日後に議会に持ちだされたが、デクラークは、過去数力

にわたって行なわれてきた反八二キャンペーンをみなが忘れてくれるように望むかのように、

それには極力触れないようにした。

保守党のビエナーが、なぜ政府はハ二の秘密軍隊について突然沈黙するようになったのか

議会で貸間したが、この「書切り軍隊」は、完全なでっち上げだったのである。政府は八二お

しいれの中で、APLA（PACの軍書組織）のやっていることを利用し、白人のヒステリー感情

あおろうとしてきた。政府が真にターゲットにしているのはAPLAでもPACでもない。それは／

二とホロミサ（トランスカイの親ANCリーダー）なのである。

暗殺の六El前、7フリカーンス語の日曜新開rRAPPORTJは、「八二がAPLAと、相互協

力を確立し交渉から脱するためトランスカイで会合を持った」と報道した。′＼二は、ことごと

くこれらの報道を否定し、PACやAPLAを非難してきたにもかかわらず、捏造は挽けられた。

3月26日、殺人と銀行強盗の容疑で捕まったMKメン／トと称する三人が、武器は八二とトー

キョ一・セクワレ（ANCのPWV地域代表）から与えられたといったが、彼らは不思議なことt

刑務所から脱出しているのである。

白人鮪主への攻撃など、あらゆる犯罪・事件が、ハニーAPLAの共謀による「反白人テロ」

として結び付けられ、最終的に暗殺が行なわれたのである。

（要訳　松島多恵子）
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大ヒットミュージカル、

待望の映画化

兼乗を信じた少女・サラフイナ　三、三ご蒜宗
7七一ドウェイで2年間に及ゝロングランを樹立し、　先生（ウーピー

世界中で絶筆されたミューン′カルの傑作【サラフイ　　と過渡な行為l

ナIJが映画化された。ひとりの少女の自由と平和　　は本当の勝

への勇気ある戦いと熱き祈りを措いたミュージカル　　数日後、そのマ

「サラフイナhが人種や国塊を越えて感動と共感　　考えをうえつけ

の嵐を巻き起こしたのは、紀隠こ新しい。日本にも　　怒りに燃えた一
十90■92年と2度来日し日毒こ中にサラフイナフィー　　机で一存もト九、

逮捕されてしまう。

自由と未来を索

な映餞とドラマチックなメッセ‾ジをともなった　ハリウッドと南アの超一流の

唄に続き、東京屈裸映画祭特別招待作品上映の

際にも観客総立ちの喝采を受けた、感動大作。

魂を揺さぶる感動の物言喜
ズールー語でル小さな天使▲という意味の名を持つ

サラフイナ（レレティクマロ）は、高校生。ノウェトで

伯父や幼い兄弟達と馨りしなわらもいつかノ＼リ

有名なマイケル・ピーターズが猛り付けにあたったネ

1992年／イギリストイノ南アフリカ／カラー乃7分作ルビー

出　濃　サラフイナ　　　　　レレテイク7［】

メアリーマノム7カ　ウーピーゴ⊥ルトハーグ

ア／ン′リーナ　　　ミりアム・マケパ

サベラ　　　　　　ムボンケこンケマ

スタッフ　監督　　　　　　　ダレルソニームスルート

製作　　　　　　　アナ／ト　ン／

キャストスタッフが錯集　　　　スタッフ監督
製作

脚本を読むや「この映画にはとても素晴らしい

ことが語られていたのでやらない上汁け二はいかん　　　　　　　商事

反対する致抗媛勅の通力押し寄せていた。　　　　また音楽は舞台でトニー井にノミネートされた

ある日サラフイナの高校が何者かに放火される，　ムボンゲ二ンゲマとヒューマセケラ加えでディ

アノりレトヘイトに反対した学生遠の抵抗運動だと　　アハ／夕一」で有名なスタ／リーりマイヤーズカ

デビットト／プノ／

ウィリアムニコルノノ

ムポノゲ二／ケマ

ムボンゲ二　ンゲマ

スタノリー　マイヤ【ズ

ヒュー　マ七ケラ

マイケル　ビーターズ

ムボンゲ二　ノダマ

稟童洋画系全町夏休みロードショー！

三二戸主フ‾三≡呵1‾…丁…二・7－さい蓋潤サ2㌢・・ご彗檻＝－ト



南ア椚ンビック選手、シェル・ロバーツ来日！

磨アフタ．ク／

ガムかJ夢二ブイクへのスポーツの戯財

昨年のバルセロナオリンピックでは、30年ぶりにオリンピックに復帰した南アフリカチ
ームが話題になりました。数少ない非白人の代表となった南ア女子卓球界のスター、シェ

リル・ロバーツさんが釆目します。

シェリルさんは学生時代から反アパルトヘイト運動の先頭に立ってきた闘士でもありま

す。現在は、南ア五輪スポーツ委旦会の執行委旦会として人種差別も性差別もない新しい

スポーツ界の建設に取り組む一方、スポーツを通して子どもたちが希望と自信をもてるよ

うにと指導にあたっています。

シェリルさんに、スポーツを通してみた現在の南アフリカ、スポーツと子どもたち、そ

して、将来への展望などを語っていただきます。

また、貞球のトレーニングのためにシェリルさんと一掃に来日する予定の2人の高校生

6月20日帽）午後3：00～5：00早稲田奉仕削＼ホール　会費￥500
地下鉄東西線早稲田駅下車

共催：写真展『南アフリカの人々』実行委鼻会

アフリカ行動委員会／日本国際ボランティアセンター

ピースボート・アフリカチーム／ブックエイド

問い合わせ：日本国際ボランティアセンター（J VC）

怒03－3834－2388（担当：津山）


