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V．マトムさん来日直前＝
～尭行委員会カ、らのご幸艮告一一一

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆

全国各地の安宿委員会の方々が主催する写真展、講演会、シンポジウムの開催予定スケジュールが

ようやく出来上がりましたので、ここにご鮨介させていただきます。

禁緋瀬寒　　く日　程〉　　　（会場〉

8／1～6　　　広烏県広島市中区紙屋町2－2－18「サンモールギャラリー」

18～30　　　東京都新宿区新宿3－17－5「ミノルタフォトギャラリー」

24”28　　　北海道札幌市中央区北2真東4「さっぽろ写真ライブラリー」

9／3～8　　　京都府京都市左京区粟田口鳥居町2－1「京都市国際交流会館」

3”9　　　兵庫県神戸市灘区山田町3－1－1「神戸学生青年センター」

3”9　　　大阪府大阪商港区弁天「大阪市弁天町市民学習センター」

11～15　　　北海道釧路市鐘町2－4「MOOホール」

15～20　　　福岡県北九州市八積酉区黒崎1－1－1「黒崎そごう」

15～23　　　長野県根本市芳野4－1「松本市なんなん広場」

24～10／1　愛知県名古屋市中村区名駅ト1－1「名古屋中央郵便局」

28”10／6　神奈川県横浜市西区桜木町「フォーラムよこはま」

繋7／26～8／1東村山市立中央公民館でグループ展に、8／1稲城市

総合体育館でTAllらいふ21に展示予定。

柳　（日程〉　　　（会場〉
7／25　　　　長野県松本市芳野4－1「松本市なんなん広場」

29　　　　東京都港区北青山3－8－15「クレヨンハウス」

8／24　　　　　北海道札幌市内「匡際交流プラザ」

25　　　　　北海道錮路市幸町9－1「釧路市福祉会館」

28　　　　　東京都千代田区「自治労会館」

9／3　　　　兵庫県神戸市濃区山田町㌻1－1「神戸学生青年センター」

4　　　　大阪府大阪市港区弁天「大阪市弁天町市民学習センター」

7（予定）　京都府京都市粟田口鳥居町2－1「京都市国際交流会館」

12　　　　福岡県北九州市（会場は未定）

18　　　　長野県松本市本庄ト6－5「根本大学予備校」

23　　　　愛知県名古屋市中村区名駅1－1－1「名古屋中央郵便局」

25　　　　神奈川県川幅布中原区木月住吉町1957－1「川崎平和館」

※8／22、北海道二風谷「二風谷民族フォーラム」（アイヌ主催）に

参加予定。



このニュースレターが皆様のお手元に届く頃（7月1日）には、南アフリカの黒人フォトジャーナ

リスト・∨　マトムさんが、釆目します。

すでに、北海道から九州まで、日本全国に11の写真展実行委員会が組織され、写真展や講演会、

イベントなど、最後の準備に走り回っています。

南アフリカの黒人フォトジャーナリストが撮った、日常の「南アフリカの人々」の素顔の写真展

そして、彼が日本で撮る日常の「日本の人々」の素顔の写真層トを南アフリカで阿く、というこの企

画に、国際交流基金などから後援（助成）を受けていますが、写真パネル製作やⅤ＿マトムさんの滞在

費などまだまだ資金が不足しております。

日本はもちろん世界でも初めての、この企画を成功させるために、皆様の絶大なるご支援をお願

い申し」二げます。
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物劣彬移彩鬱 

梼　原　先ず始めに、たくさんの日本人が7′りレトヘイトは終わり、南アフリカが今はもう全て平

常に戻ったと信じています。けれど倭の体験から言って、終わったなんてとても考えられ

ないですよ。どうおもいますかウ　デ・クラーク大統領が世界に向けて言っているように

アパルトヘイトは終わったんですかね？

マトム‥　ノー。実際におわったなんて、まだ、まだ。もし終わるべきものだとすれば、これはもう

時間の問題ですね。南ア政府は審判かレフリーの役を演じているかのようで、外へ出かけ

て行っちゃあ全て正常と言う印象をまき散らしている∴私達は俄然として押さえ付けられ

ている感があるし政和ま実際にここにこうして存在する諸問題をさっさと片付けようとも

せず、見るからに嫌そうにグズグズしているんです。ごく最近、ご存じでしょうがAPL

Aのメンバーか白人を射殺しましたよね。政府は直ちに反応を示して素早く行動し、犯人

と目されるメンバーは逮捕されました。この時の死者は2人だけだった。それなのに黒人

か60人殺されても、政府は手をこまねいているだけです。私選にとっては、この意味がア

パルトヘイトなのです。もし政府が人種平等（ノン・レイシズム）を口にするなら、人種

平等らしく行為で示してほしいですね。今だって私達から見たら白人は黒人よりチャンス

には恵まれているし、保護もされている。決して平等ではないでしょう。黒人達はいつも

危浜にさらされていて、例えは列車の中でひどい殺され方をしても、なすすべがありませ

ん。犯人だと思われる連中は釈放されて自由に歩きまわっている。とてもアパルトヘイト

が廃止された状況とは思えません。たくさんの黒人が、誰かしら家族のメン′く－を失くし

ているとか、政府はそれについて知らんぶりで、アパルトヘイトもこれ以上悪くなれない

最悪ですよ。

徳　原＝よくわかりました。ところで、あなたの身の上について聞いていいですか？ざっと経歴を

どうぞ。

マトム　エ」ト、私は南アフリカ・ソウェトの生まれです。その中のムレサこと呼ばれている場所

です。私は3番目なんですが、残念なことに上の二人は私が生まれる直前に亡くなってし

まいました。だから両親がものすごく悲しんでいるところに私の誕生があったものですか

ら、アフリカンネームをムレシイと名付けたのです。その意味はソト語で‘生まれ変わり’

と言う事です。失った宝をやっと取り返したという気持ちだったのでしょう。私はソウェ

トの中にあるホワイトソティーと呼ばれる場所の小学校に9年生（日本の高2）まで通い



ました。その後家庭の事情、つまり父と母が、私が1年生（日本の小3）の時離婚して、

私は3人の弟妹と父の手で育てられたのですか、9年生の時父は家族を支えられなくなり

中退せざるを得なくなったのです。9年生で中退した私は働きに出ました。1年間働いて

いくぱくかのお金を手に入れ、今度は技術学校に行きました。ここで3年間、車の修理工

になる為の技術を勉儀しました。その後、見習工として親方の下で働き、やっと一人前の

自動車修理工として認められるようになったのです。

そんなふうにしてた頃、私がすっかり心惹かれていたガールフレンドが、彼女はジャー

ナリストだったんですか、ある日私に向かって「あなたはジャーナリストの素質がある」

と言うんです。学校にいた頓、収入がほしくて写真のバイトをしていました。「あなたの

からだは頑健だし、′、－ドなジャーナリズムの世界でがんばれるんじゃないだろうか？こ

んな先の判らない世の中なんだから、その素質を生かしてもっといい仕事をしようと考え

てみなさいよ。」と彼女は転職をすすめました。これがきっかけです。私は報道の世界へ

と道を変えました。

まさしくそこから、アパルトヘイトがどんなに多大な損害を我々に与えてきたか、私は

気付くようになりました。アパルトヘイトがどう言うもので、そこで何が起こっているの

か、私はそれを国際社会に示す道具になりたいと息いました。“これぞ私達の姿■と言う

ものを軌、上げる道具にならなくては一　と感じたのです。私は写真家兄弟社というもの

を組織して、事務所をコッツァーハウス（ANCが入っていたビル）に設けました。もし

かしてご存知ですか？このビルが爆弾を仕掛けられたんです。媛被で、他の仲間達のもの

と一緒に暗室の備品やら、撮影清のフイルムやら、カメラやら、大事なものをとことん失

くしてしまいました。私達の目標としたのは、南アで起きている事の現実を表に出すこと

です。と言うのは、国外で先駆けて宣伝されているプロパガンダが、必ずしも国内で私達

か求めているようなものと一致していない事に気付いたからです。この理由から、ここに

生きる人々の姿をより多くの人達のもとに送れるような、ネットワークを作りたいと思っ

ていたのです。だから我々のモットーを「人民の、人民によるイメージ」としました。つ

まり、私達はリアリティを見せたかったのです。

海外からやって来てたった一晩滞在して、チラと見ては判ったようなっもりで自分達の

勝手なイメージで我々を捉えて誤り伝えるジャーナリスト達。そういう人達を、長い間苦

難に耐え、アパルトヘイトの数々の法律や抑圧や差別などを乗り越えて来た私達の社会か

黙々と受け入れなければならないのは、やるせなく辛かった。自分達が撮る写真の力で、

こうして耐えている自分らの姿を、鏡のように正確に写し凝りたいのです。外から人が来

るのを待つのではなく、私達の姿を他人の解釈に任せるのではなく、「ホラ、これが私達。」

と言いたいのです。

解釈と言えば、その裏付けに文化があり、文化の違いがありますよね。例えばあなたが、

薄ら笑いを浮かべている私を見て「マトムはうれしくて笑っているのだ」と思うかも知れ
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ない。でも違うのです。その薄ら笑いは、“悲しみ’なんです。それは私達の文化。ほか

の国とは違う私達の文化なんです。

この国で、白人社会が私達黒人社会についてよく知っている、と思い込んでいるのはた

まらないし、うんざりです。数時間ばかりソウェトの中に入って、ちょこっと写真を菟影

して出て行っては「黒人達の生きざまについて」とかなんとかのたまう。自分らの生活が

どんなふうに成り立っているか、我々は知っている人間だと患っています。出て行ってど

んなふうに自己紹介すればいいのか、知っている人間だと思っています。‘自己表現■す

る事によって、「あなたはわれわれを間違って見ている」とか、他人を責める必要もなく

なるわけです。

さて、現在ですが、私はこれまでたくさんの写真家志望の学生達を育てて来て、その教

え子達は巣立ち、地元の新開などで仕事をしています。写真家として出版関係で仕事をす

るより、どちらかと言えば若手を育てる事に心血を注いできたと言えます。

今回日本で私の作品を紹介できる機会か与えられて、とてもうれしいです。日本人の方々

が、私達の生き方を理解していただければ、と思うのです。私達は、いわゆる原始的生活

をしているわけではありません。むしろこうして、西側世界にいると言えるのですが、で

も自分達の文化を捨てたわけではありません。“我々はいずこより来たりしか’少なくと

もこれだけは、独自の文化を守りぬく事で、未来を担う世代に知って貰うよう努力するの

か大切です。将来彼らがモダニズム思考になろうがなるまいかね。

植　原‾経歴だけではなく、あなたの写真苦学もお聞かせ下さったわけですね。あなたの写真につ

いてもう少し透して下さい。おそらくは、初めて日本に来る甫アフリカの黒人ジ十一ナリ

ストと言う事になるのですが、あなたの視点、写真に対する考え方を蛮していただけます

か？レンズを通して被写体を見た時、どのような視点で被写体に向かってるんです力ヽウ

マトム：そうですねェ。たいていの場合被写体にアブロトーチする時、先ずそこに私が何を求めよう

とするかを、事前に理解しようとします。でも、時に物事は自然に、偶発的に起きたりし

ます。いつでも、自分の目に見えた通りの自然さがある写真か好きなのですか、これを芸

術的手法で表現しようと心掛けています。例えはいろいろなレンズを使って視角を変えて

みたり、シャッタースピードを遅くしてみたりとか。とは言っても、私の作品は自分達の

リアリティーを表現する事の方に、つまり写真をどうツタルかという事より、在る事その

もののリアルさを表現する事の方に、私の気持ちは傾いています。時には被写体に対して、

もう一回やってみてと頼む場合があるかも知れません。そんな場合にも、こうしろとか、

ああしろとか、特別一つの事を印象付けて言う事はありせん。人々の動きの中に、私が写

真で表現しようとするリアリティーを発見するのです。見つけ出すのは私です。そしてそ

のままで、私がめざそうとしているドキュメンタリー写真と言うものに到達するのです。

梼　原　洋子さん（陪矢）が日本に持ち帰ったあなたの写真を見て、私が感じたのは人間の尊厳、プ

ライドです。日本人達はきっとあなたの写真から、すぼらしい印象を綴るでしょう。
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マトム　自己健偶と言うのは、いやですねェ。出身地がどこかなどと言う背景には関係なく、私達

は今も、笑い、人間として生きている、と言う事こそ表現したい。私の写真のテーマは何

よりも先ず、人間としての尊厳に尽きると思っています。自分自身を憐れむ人なんか写真

に登場させたくないなァ。強い人を登場させたい。男だったら肉体的に強い奴。でもそん

な奴でも、アパルトヘイトという悪魔にモラルの点でぶっ壊されているかもなァ。

それからこれは私の自己評価ですが、私の作品は女性や子供達に対していささか同情的

だと思うのです。どうしてかと言えば、南アでは黒人の女性や子供二達か一番の犠牲者です。

あっちからも、こっちからも、十字砲火にさらされていると言っていい。我々男性は自分

自身を守る事ができるでしょう。私は女性や子供らを男性か守ってやらないと言ってるの

ではないですヨ。ただ男性はいつでも自立しているという事です。日常生活における全て

の抑圧に立ち向かっていける程、肉体的に強くない女達の場合はどうでしょうか？　男達

は彼女らの盾です。社会のしわ寄せを受けている気の毒な人達。それがこの国の女性と、

子供達ではないですか。そんな気持ちで撮った写真は、時にはとても悲しいものになって

しまいます。

それでも、彼女達が我々をこの世界につれて来てくれたのです。私達男性も、女性から

生まれて来たものです。私が思うには、私達の国が成長していく為に、女達を強くし、女

達を支え、女達が我々男性と共に生きる事が必要です。人生かどういうものかと言うこと

も、みんな破女らか教えてくれました。この女性達が尊敬されて然るべきです。南アでは

女性に投票権は無く、発言権も有りません。これは全て、人間の尊厳に関わる問題なので

す。

植　原　有り難うございました。あなたの来日を諮っている日本の皆さんにメッセージがあります

かつ

マトム：それは、今申し上げたように、人間としての尊厳を大切にするという事でしょうか。そし

て、私達の仲間である女性達をもっと向上させたいという事。日本の女性達がこの国の女性

達を助けてくれるよう望んでいます。別に、男性にはかまうなと（笑い）そう言ってるわけ

ではないですよ。

植　原＝（笑いながら）あなたの写真には女性や子供が多いけど、男性がほとんど登場しませんね。

マトム：勿論ですよ。撮る側が男なんだから。

植　原　写真展に関する雲間は一応終わります。あとひとつ聞かせて下さい。

私は今、この国の若い世代に関心があります。南アで最大の問題は、ロストジ工ネレ≠シ

ヨンと言われている、街をうろつき回る子供達だと患います。それから教育を受けたり、

学習したりする気力を失っている学生に数多く出会いました。これはまさ【こ歴史、長いア

パルトヘイトの歴史の産物ではないでしょうか。

マトム　アパルトヘイトという法制か産み出した社会構造ですよ、それは。我々の子供達か、真実

に触れる事が無いまま、時がすぎていくというのは、まごう事なき事実です。しかし、赦
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しい変革に身を置いている国々では、どこでもあまたの混乱にさらされています。政府は

やはりこの事に日をつぶっています。南ア政府は、これは個人的な考えだけれども、この

状況に終止符を打つ手段を持っているのに、実際手を下そうともしない。ここには実にた

くさんの政治的イデオロギーがあって、この事が若者達に大きな問題を作り出していると

思えます。PACがある。AZAPOがある。ANCがある。まだまだその外にもたくさ

ん。こういうもの全てが詰問雷解決の為の異なったパースぺクテイヴで迫って来る。また

政治的グループのあるものは、ナワバリ争いで口角泡を飛ばしている。これはもう政治的

目標に向かっての闘争とは言えません。むしろ、他の政治グループよりどれだけ前に出る

かと策略を考じているにすぎないのです。

私の写真の中に、教室の子供達を撮ったものがあります。私の見る限り特に教育の問題

について政府の腰は重いようです。私達がしっかりと教育を受けていれば、私達は交渉の

テーブルに着く奉も可能です。ただし、教育なくして将来人とわたり合える程議論か尽く

せるかと言ったら、それは無理です。一方この人は、暴力の手段に関しては精通している

とします。すると何事に対しても暴力に訴えるという方法をとる事になります。今この国

で起こっている事は、まさしくこれです。

人々は他人に自分を尊敬させる為には、自分を怖れさせるに限ると信じています。相手

を何かで痛めつけれは、怖かって自分に従ってくると思うわけです。今起こっている政治

ゲームは、これです。

政府が以前から学校の設備の充実に目を向けていれば、充実とまでは行かなくても、せ

めて教科書があって、教師の給与か保証され、教師が必要とする教材かあって、学校か機

能すれば、これ程の惨状に至らなかったのではないでしょうか。一方、かつて生徒達は立

ち上がっています。実に巧みに。1976年のソウェト蜂起は、生徒達が自ら率先して立ち上

がり、運動の先頭に立ちました。今、何か誕きたとして、生徒達は親にさえ相談なしに行

動を起こせると考えています。私は76年のソウェトで仲間と先頭に立った中の一人ですが

我々は相談しましたよ。あの頃ANCは地下に潜っていました。我々は先輩であり、親の

世代である地下組織の彼らに相談しました。だから私達はしっかりしたネットワークを持

っていたのです。

だけど今ときたら、すべてバラバラ。考え方もパラバラ。76年のソウェト蜂起が生徒達

の手で仕切られたのだから、自分達も同様の事を起こす権利があるように、今の若者達は

考えています。あの時、ANCは地下、PACが地下、黒人意識運動も地下で、これら全

ての組織か禁止されていたから、白人政府に立ち向かい抗議するのに、何らかの方法を必

死で探さなければならなかった事を忘れています。今はもう、これらの組織は禁止されて

いませんし、活動家も国内に戻って来て、状況はガラッと変わっています。

暴力かはびこる南アに、産業を起こす為の資本を投ずる人もいないだろうし、政府がも

っと国全体の教育の事をまじめに考えていかない限り、この国は自分で自分の手を噛んで
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いるようなものです。

楠　原：子供は明旧の希望です。とても大切な存在です。あなたの写真では、たくさんの子供達が

教材もほとんど無い所で授業を受けてますね。

マトム：そうです。ほんとに、ほんとに悲しいですよ。私の初期の作品は教育をテーマにしたもの

でした。5才位の′J＼さな子供がほったらかしにされて、誰にも注意されず・・一。その一方

で政府はアパルトヘイトは終わったと言っている。白人の学校へ行ってごらんなさい。こ

んな事思いもよりませんよ。

植　原：昨日その一つに行って来ましたよ。白人の校長が「この学校はもうれっきとしたオープン

スクール（南アでは全人種に対して開かれた学校のこと）なんです。」と言いましたが。な

んと黒人の生徒はたったの一人。

マトム　そうそう。アリバイ的にそういうのがあるんですよ。公的な機関に限らず。非公的機関で

も。自分達はリベラルだと言ってる白人に会われた事あるでしょう？彼らはリベラリスト

らしく見えるような機会をとらえて自己宣伝するんです。そして人々の頭を同時に混乱さ

せてしまう。

私は別に白人差別の大窪主義者じゃないですよ。私が尊敬している人の中に白人も多い

し、友達もおります。家に遊びに来て徹夜でおしゃべりしたり。それはそれとして、ここ

には現実に解決されなければならない、たくさんの基本的事実があるという事です。

楠　原　南アのポップミュージックお好きですか？

マトム　オー！勿論ですとも。

梼　原　レゲェほどうです。南アのレゲェをうちの娘は大好きでね。特にお巨当てはラッキー・デ

1－ペ。娘が私に頼むんですよ。南アに行ったらラッキー・デューペにインタビューして

来てねって。ラッキー・デューペを知ってますよね。この国ではどんな位置にいますかつ

政治的、社会的視点は？

マトム・彼はすてきな人ですヨ。社会主義者です。まァ南アの黒人一連は大体社会主義ですけどね。

アパルトヘイトのお陰で、みんなくっつき合ってれば、いざと言う時、団結の力で悪魔に

も立ち向かえる　　なんてチエかついたんです。だから南ア人と言やァ、ほとんどすてき

な人達はかり。

楠　原一長い間政治的な桑を唄って来たラッキー・デューペが警察lこつか王らないのはどうして？

って娘が聞くんですがね。

マトム　一度も逮捕歴なし。人々が彼の為に警察をものともしないで公然と抵抗するんだから。だ

ってホラ、ラッキー・デューベかね一　一。ア、そうだムズワケ・ン7－リを聴くといいで

すよ。

格　原：あっ、ムズワケ・ン7－リなら昨年8本に来ましたネ。

マトム　メッセージが口伝えにどんどん拡がっていきますから、政府も手のほどこしょうが無いん

です。政府は負け戦さをたたかっているようなものです。スティメーラのレコードを政府
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が発売と同時に禁止しました。でもあっと言う間に、それがプラチナディスクになってし

まったんです。みんなそれを買いたがったもんです。だから政府は自分のやり方じゃ持た

ないと認蒸して、日をつぶって成り行きにまかせたんです。政府は彼らの時代が終わった

事を目の当たりにしたからだね。

植　原　あなたの好みでいいから、政治的、社会的にベストというシンガーをあげてくれない？

マトム・ここ南アでは・・・・・・エート。

桶　原：ムズワケ・ン7－リ？

マトム＿　あァ彼はどっちかというと詩人です。

楕　原：だけど彼の美香は理廃し議い。

マトム　私が気に入ってるのはスティメーラです。

植　原：奇手つ

マトム　いやグループ。かれらの音楽でダンスするのはたまらなくいいですよ。日本に行く時ステ

イメーラのテープを持って行って、南アフリカのダンスをお見せしましょう。僕も昔は、

けっこういい線いってたんですよ。

楠　原　あなたの写真展の会場で私達はアフリカンミュージックも逢しめるというわけですネ。

マトム．ええ、やりましょう。スティメーラが聴けるようにしましょう。それからアフリカンミュ

ージックのカイ7ァス・セメこヤと、レブタ・ムプルとミリアム・マケバも気に入ってま

す。ドロゾー・マスーガも好きです。日曜にコンサートに行ったんですが、とてもよかっ

たですヨ。桶j京さんをお誘いしようとしたら、トランスカイに行ってらっしゃると聞いて

残念でした。

格　原　そうトランスカイに行ったといえば一一一。トランスカイでは、たくさんの草の根のグルー

プが活動しているのを見てびっくりしました。すごく田舎の地域にさえ、そこに住んでさ

まざまな活動をしている女性グループがあるんです。自分遠で農業プロジェクトを持って

互いに協力しあい、助け合ってたくさんの作業をこなしていました。ソウェトでも同じよ

うな事がありました。このような草の根連動というものを、払l；＝まかのアフリカ諸国では

見たことが無かったから、始めはわが目を疑いました。これはとても重要なことです。な

ぜなら、これこそデモクラシィの基室であり、政治意識の芽生えでもありますから。

じゃ丁、今回はここ迄。どうもありがとうございました。

以　上

インタビュアー／植原　彰

テープおこし　／ブライアン・アムスタッツ

翻　　　　　訳／海野　る　み

リライトと文章／降矢　洋子
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『南ア観光はなぜ時期尚早か』資料編

鈴木　　軒市

1991年4月の朝日新聞論壇に松島多恵子さんが「南アへの興味半分観光はやめて」とい

う文章を寄せ、今年7月号の雑誌『地理』（古今書院）には須関知昭さんの「南ア観光は

なぜ時期尚早か」が掲載されている。この二つの文章を読めば、今、いそいそと南ア観光

に旅立つことがどんなに愚かであるか分かる。

あらためてその論旨を紹介することは省き、より具体的な参考資料をいくつか提示して

みたい。議論を深める資料となれば幸いである。

なお、松島さんの文章が再録されている本誌1991年4月号はまだ在庫があるので、ご希

望の方は本誌編集部宛にお申し込みいただきたい。

（》　日本から南アへの渡航者数の変化
不思議なことに、南アへの日本人渡航者数を外務省二誅も、南ア大使館も、南ア観光局

も把握していない。現在、唯一手に入る公的資料は法務省司法法制部調査部調査統計課に

よる『出入国管理統計年報』である。そこの「渡航先別出国日本人の渡航日的」という項

目をもとにして、日本から南アへの渡航者数の変化を表にまとめてみた。

1986　1987 � 

云渡航者合計（人） l �3580 �3475 �3290 �3114 �3119 �4007 

！芸冨目的 短期商用 支店等赴任 研究調査 留学研修 役務提供 永住 同居 観光 不詳 �18 13 2363 200 7 4 5 2 187 781 �22 16 2314 205 9 5 14 1 162 727 �13 14 2193 216 16 5 15 1 166 651 �18 11 2070 239 5 1 18 1 134 617 �7 7 1836 83 4 20 6 17 116 1023 �4 8 2355 53 18 24 7 8 115 1393 22 
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（∋南ア観光ツアー取扱い旅行会社一覧

業者名 �旅行 日数 �出発 本数 93年 �主な訪問地 �南ア以外に 訪問する国 

クフ　ン　シL 　　　ユク 

10 �9÷二 �〇〇〇〇　　　　〇　　〇 �ジン爪クエ 

10 �10 �00　　　　000　　0 �ジンバグエ 

㈱四季の旅社 �11 �23 �〇〇　〇　　　　〇〇〇 �ジン揮工 

11 �2 �〇〇〇〇〇　　　〇 �ジンバクエ 

8 8 �39 40 �〇　〇 〇 �ジンバクエ 

9 11 12 �39 39 40 �○ � 

〇　　　　　　　〇　　〇 �ジンバブエ 

○ � 

15 11 �7 23 �0　　0　　0　00 � 

〇〇〇〇　　　　〇　　〇 �ジンバブエ 

12 �26 �〇〇　〇　　〇　〇〇　〇 �ダンパヴエ 

JTBワールド �9 12 �24 25 3 6 �〇　　　〇　〇 〇 �タンパヴ工 

11 10 ��　　　〇〇〇〇〇 〇　〇　〇　〇 �〃バグ工 ブ川ヴエ 

○ �ナミビア 

12 �14 �0　　0　　　　0 � 
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業者名 �旅行 日数 �出発 本数 93年 � �南ア以外に 訪問する国 

タフ　ン　シl 　　　ユク 

12 �4 �〇　　〇〇　　　〇〇 � 

11 �17 �〇　　〇〇　　　〇　〇〇 �ジンバブエ 

トラベル日本 �11 �4 �〇〇　〇〇　　　〇〇 �ダンパヴエ 

※東京で申し込みのできる旅行会社に問い合わせた結果です。南ア旅行を扱っている旅行

業者は上記の他にも多数あると思います。なお、出発本数はあくまでも予定であり、実

際には客が集まらないため中止になる便の方が多いようです。

③旅行パンフレットに見る南ア認識
【日通旅行】・「名産のケープワインとロブスターディナーを。夕食後、シグナルヒルか

らの美しい夜景をお楽しみください。」
・「プレトリア市内観光にご案内します。フォートレッカー記念碑やチャーチガエアなど」

【ワールド航空サービス】・「南アフリカは、金とダイヤモンドの産出でヨーロッパ並みの生

活水準を誇る豊かな国です。それだけに都市や道緒網は近代化されていますので快適です

【トラベル日本】・「スチレンボッシュ観光。オランダ人入植者たちの住居も数多く残っ

ています。もちろんワインの試飲も楽しめます。」

【JTB】・「ゴールドリーフシティ。映画のセットのようです。」
・「ケープ半島観光。喜望峰、アザラシの島へのミニクルーズ、植物園、シグナルヒルか

らの夜景をお菜しみください。夕食はロブスター一七」

【プレイガイドツァー】・「南アフリカの特異な歴史を知るには、マスメディア等の報道

だけではとても不十分です。特に初期のオランダ人入植者の中心を占めた農夫達の苦闘

の歴史はほとんど日本では知られていないのが実情です。」
・「南アフリカでの代表的なお買物としては、なんといっても金とダイヤモンド。」

【朝日】・「カジノやゴルフ場が完備した緑の楽園サンシティへ。」
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『“Hardけな日本人学生と南アフリカ』

わさ心　血

私は1985年から1987年の間、ヨハネスブルグ日本人学校の生徒でした。帰国して6年あ

まりになります。南アは私にとって大切な一時期を育んでくれた、とても忘れることので

きない国です。今でも南アの白人の友人と文通を続けていますが、この文通という情報の

やりとりの中で私が感じたことを話します。

彼女（文通の相手）は私と同い年で、ナタールのデムソンレジデンス大学で法律を勉強

している大学生です。学生同士の手紙ですから、その内容のほとんどは大学生活や自国の

行事についてなどです。それでも、今一睨在南アに住む友人からの生きた南アの近況が聞け

るという利点もあるので、何度かアパルトヘイトを中心とした南アの政情や歴史、時には

風土・環境なども含めて教えてほしいことを伝えました。

遠く離れた二つの国が一遇の手紙で一時的にでもがっちりとつながることができればと

いう強いあこがれが、私の中にあったのは確かです。なので、私も日本の国を彼女によく

知ってもらいたいと思い、その気持ちを毎回の手紙の中に込めました。

しかし、彼女の方としては、そうした私が特異な人間として映ったようなのです。彼女

に言わせると、私はⅦardな学生だそうで、また「南アでは、日本のように何でもそうむず

かしく物事は動いていない。」「私たち若者は、あなたのように社会的圧力に対してそこ

まで悩んだりしていない。大学生はほとんどみな好きなように働いたり遊んだり（映画、

パーティー、クラブなど）している。」とも書かれていました。私はこれを読んだとき、

ある意味でのカルチャーショックを受けた感じがしました。私たち日本の学生だって、何

も毎日Ⅱardにくらしているわけではないのに、ただこの文通をもってより少しでも南アと

いう国を理解したいという気持ちが、彼女にしてみればあまりにもせっかちで、かつお固

いものとして受けとれたのかもしれません。

日本人は一般に世界中で勤勉、努力、忍耐といった言葉で言い表されていることを考え

ると、私もそうした日本人の一人として彼女の心に刻まれているのだと思ったりもしまし

た。そう考えると何だかぞっとします。

たまたま彼女が裕福な白人家庭の人間だったからかもしれませんが、思えば私も南アに

いた頃は中学生だったとはいえ、アパルトヘイトについて考えたことなど数えるくらいし

かありません。それも気が向いたときにだけ。

南アでの3年間を終えて日本に帰ってあらためて南アを振り返ったときに初めて、南ア

の本当の姿を垣間見た気がしました。自分の過去をそうやって眺め直してみると、彼女も
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また6年前の私と似たような状況にあるのかもしれません。生まれてから20年以上もずっ

と南アで生きている彼女に、ちょっとばかり南アに住んだ私が今さらとやかくアパルトヘ

イトのことを尋ねても、それを当たり前のように見つめてきた彼女としては、当然私に対

して不思議な思いを抱くことでしょう。

人間は誰でも自分自身をその渦の中にはうり込まない限り、本当の意味でその世界の苦

しみや悲しみ、矛盾性は理解できないということを今回強く強く感じました。そして自分

が今いる場所を一歩でも離れて、自分が間違っていることが多々あるものだということに

気が付ける力は大事なことだと思いました。

私はこれからも文通は続けていこうと思います。彼女は私の大切な友人ですし、できれ

ばほかのいろいろな人とも友人になれたらと思っています。それと今一番願うことは、こ

れからの南ア日本人学校の生徒たちが、もっともっと南アを知ろうという気持ちを、南ア

にいる時点でもってはしいということです。

私は南アフリカが大好きです。土も、水も、空も、生き物も、すべてが好きです。同じ

人間同志の、あまりにも無意味な争いは、それらのすぼらしいものをも無意味にさせてし

まうようで、そういうことからもアパルトヘイトは真剣に取り組んで、みんなでなくして

いくべき事柄の一つだと思います。
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月刊誌『地理』［古今書院］がおもしろい！

1993年7月号（6月28日発売）

特集　　アプ　リ二カ観光力笠間是喜

＊アフリカ観光への誘惑・・・・・・・・・・・・・堀　信行

＊東アフリカの自然公嵐の観光問題…　小林　聡史

＊ザンビアの観光をとりまく事情……　児玉谷史朗

＊南ア観光はなぜ時期尚早か・・‥・・・・・・・・須関　知昭

『地理』はA5判の雑誌で、定価950円です。大型書店にあり、八重洲ブックセンタ
ーと書泉グランデにはバックナンバーが揃っています。

2年前の特集「アパルトヘイトのなかで」ではアフリカ行動委員会の面々が執筆しまし

た。

今年1月号の特別連載「匡】境に生きる人びと」に、松島多恵子さんが「南アフリカのホ
ームレスーいまだ還えされぬ土地をめぐる闘い」という文章を寄せています。7月号と合

わせてと一読ください。


