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pear Comrades，

tIere ardl10Y，through the str11ggle of Sollth Africans，I greet brother and sister．

I have beenin thlS COuntry for elght days novr，and not a slngle day dldI feel

likeI feelin my colIntry．I knoY and understarLd onelJq）Ortand aSpeCt，hadlt

not beirlg Of all yDur hard YOrkI YOuld not have been able to feel secured as of

Please，CoⅢrade，1et all the firSt Class treatlⅡentI get here and noY，TlOt t婚

for VICtOr絨atom only，but alot of ot灯peOple do not knoY SuCh treatment．

Please keep the good splrlt Of Danl100d golng Very Yell and alive，恥at yoll dld

and stlll血es for ne；ltlS beyond any vordsI can describe Thisis one of

my hlStOrical experiencesin EEylife and for ol∬COlmtry atlarge．

恥hand and fingers become allVe，VantS tO Yrite more about my幻・atitude。n thlS

OCCaSion，hoYeVer，please keep the good work，brothers and sISterS．Itis for a

go【）d cotrsein turn＿　ItlS nOted so【leVhere，SOmehoY．Forvard ever，bckYard

血dla！転』二二．．＿。珊
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親愛なる日本の友人達へ

闘争の渦中にある南アの人々に代り、今ここで日本の兄弟である皆さんにご挨拶したい

と患います。

日本に来て8日が過ぎました。この間、ほんの一日でも私が南アにいる時のような不安

感や危機感に見舞われたことはありません。皆さん方のご尽力によって、私がこのように

安心して滞在できるということ・この貴重な側面を十分に理解しているつもりです。皆さ

んのファ」ストクラス級のもてなしは、私、ビクター・マトム個人に対してのものではな

いことを覚えておいて頂きたい。私を通して、皆さんは私の国でまだこんな厚遇を受けた

ことのない人々ももてなしているのだと。どうかいつまでも、その人間味のある心を忘れ

ないで、生かせ掛けて欲しいと思います。

皆さんが今まで私にして下さったこと・そして今もなお私のために力を尽くして下さる

こと‾このことに対して、私はどんな風に私の気持ちを表現したらよいのか、言葉に困っ

ていますdただ言えることは、今回の経験が、私の人生の大きな一ページとなって私の中

に残るだろうということ。それと同時に、これは私の崖にとっても素晴らしいことだとい

うことです。

この機会にもっともっと感謝の気持ちを著したいと、私の体が叫んでいるようです。ど

うか皆さんの力をずっと役立てていって下さい。それによって道は自ら切り開かれていく

でしょう。前へ前へと、振り返ることなく。

民衆に力を！

ビクター・マトム （訳　海野るみ）



VM細面高玩勅
甜旧l¶0〃fW肌肘SOt冊▲肌〝βrA鮎α棚m・JOt∬別AL仔r

8月16日（月）→30日（月）ミノまとえ：盈崇霊ニス
開館時間●午前10時～午後6時（最終日は午後4時まで）／久場．無料　（JR「新宿駅如Jより徒歩3分、紀伊牢屋書店削）

隋漢食Ⅰ　7月29日（木）午後5時開演　クレヨンハウス（地下鉄「衰寧】董駅J下車、徒歩2分）

際涙金ⅠⅠ8月28日（土）午後6時開演　自治労絞一会兎（JI打四ッ谷駅」、「市ヶ谷駅」下手、徒歩5分　地下鉄「均町駅」下草、徒歩3分）

お問い合わせCONTACT：写鼻展「南アの人々」実行委員会思03－3443－9775〒1馳㍍ぢ渋谷区怒比如十か罰
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各地の『南アフリカの人々』写真展会場一覧

EJ程　　　　　　　　　　会場

8／1～6　広島県広島市中区紙屋町2－2－18「サンモールギャラリー」

16～30　東京都新宿区新宿3－17－5「ミノルタフォトスペース」

24～28　北海道札幌市中央区北2集束4　さっぽろファクトリーれんが館

「さっぽろし写真ライブラリー」

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　兵庫県神戸市澄区山田町3－1－1「神戸学生青年センター」

3～9　大阪府大阪市港区弁天ト2－2－700「大阪市立弁天町市民学習センター」

11～15　北海道釧路市錦町2－4「釧路フィッシャーマンズワーフMOOホール」

15～20　福岡県北九州市八幡西区黒崎1－1－1「黒崎そごう」

16～23　長野県松本市芳野4－1「松本市なんなん広場」

23～10／3愛知県名古屋市中村区名駅1－1－1「名古屋中央郵便局ゆうプラザ」

28～10／6神奈川県横浜市西区桜木町「フォーラムよこはま」

7／26～8／1東村山市立中央公民館でグループ展に展示参加

8／1　　　稲城市総合体育館でT仙仏らいふ21に展示参加予定

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

実行委員会カユらカンノヾのjS願レヽ

写真展・イベント開催、マトム氏来日中の写真撮影、南ア帰国後の日本を紹介する写真

展開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。込み先〉郵便振替東京8－714066

口座名写真展「南アの人々」実行委員会
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各地の『南アフリカの人々』講演会・集会一覧

巨司 8月24日（火）　V．マトム講演会

会場：札幌国際プラザ5F　コンベンションホール

（札幌市中央区北1西3札幌MNピル）

共催：「南アフリカの人々」札幌実行委員会　缶01ト664－6216

アムネスティ札幌28G

巨司8月2芸芸

下・二、」

巨］

（水）午後6時30分　　Ⅴ．マトム講演会　￥200

釧路福祉会館6F大会議室

（釧路市幸町9－1）

主催：反アパルトヘイト釧路市民の会

9月25日（土）午前10時～午後4時　シンポジウム

会場・川崎市平和館（川崎市中原区木月住吉町1957－1中原平和公園）

共催：写真展「南アの人々」神奈川実行委員会　缶045－982－5323

（財）神奈川県国際交流協会

（財）かながわともしび財団

7月25日（目）午後1時「アパルトヘイトを語る南アの写真家」

会場‥なんなん広場　3階大会議室（松本市芳野4－1缶0263－26－1083）

内容：Ⅴ．マトム氏のお話とスライド

3人の写真家座談会（ペソ氏＋奥野安彦氏＋マトム氏）

主催・マトム写真展IN信州実行委員会　缶0263－46－4218
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9月23日（木）午後3時　Ⅴ　マトム講演会

会場：名古屋中央郵便局1階　ゆうプラザ（名古屋駅北）

主催：アパルトヘイトを考える市民の会　丑052－832－D815

巨・・・・・】

巨司

巨司

9月7巨Ⅰ（火）　Ⅴ．マトム講演会

会場：京都市国際交流会館（京都市左京区粟周口鳥居町2－1）

主催：「南アの人々」京都展の会　丑075－75ト8124

9月4日（土）午後2時～4時　　Ⅴ．マトム講演会

会場．大阪市立弁天町市民学習センター・ホール（地下鉄・JR「弁

天町駅」前）

主催・写真展「南アの人々」大阪実行委員会　806－577－1455

大阪市立弁天町学習センター／リバティーおおさか

大坂YMCA

巨∃9月3呈志
（金）午後6時30分～8時50分　　Ⅴ．マトム講演会　￥500

神戸学生青年センター（阪急六甲駅徒歩2分缶078－851－2760）

主催・写真展「南アの人びと」神戸実行委員会　ED78－982－2011

巨垂至］9芸去
2日（目）午後6時30分　　V．マトム講演会

：黒崎公民館（北九州市八幡西区藤田4－1－1）

主催：写真展「南アの人々」北九州実行委員会　缶0832－67－3415
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シェリル・ロバーツ錮（1993年6月20日）

南アフリカ！

新しい国づくりへのスポーツの役割

これから私の国、南アフリカのことについて話していくのですが、まず私が南アを出発

する前に起こったことからお話ししたいと思います．ケープタウンの市内での出来事でし

た。ひとりの子供が道を歩いている私のところに来て、「お金をちょうだい」と言いまし

た。南アに行かれた方はご存じかと思いますが、こういうことはよくあることです。「何

を買うのり」と聞くと、「パンが買いたい」と言うのです。「いくら欲しいの？」と聞く

と、「1ランド（約35円）欲しい」と。「どこのタウンシップから来たの」「お父さん

やお母さんはいるの」など話していると、「お父さんもお母さんも一緒にタウンシップに

住んでいて、10人の兄弟がいる」ということです。

この子の名前はマイケルといい、8才です。ストリードチルドレンになって9日めにな

ると言っていました。私たちは、連れ立ってテイクアウトショップで食物を買い、またお

しゃべりを続けました。

マイケル君のような子供たちは南アではたいへん多く見られる子供たちの状況です。そ

れは、南アだけではなく、男三世界と呼ばれる発展途上の国では日常茶飯事のことです。

このようなストリートチルドレンと呼ばれる子供たちは、自分で家を出て、街に出てきま

すが、その原因披回りの状況に依ることが多いのです。例えば、家がすし詰めでいる所が

ないとか、食べ物がないとか、両親がいつも争っているとか・・。マイケル君の例は、

計常茶飯事に起こっていることの一例にすぎません。こういった状況こそ変えなければい

けないと思います。

マイケル君の話に戻りますが、「将来何をしたいか？」聞いてみました。スポーツのこ

とにこだわらずに聞いたのですが、「サッカーがしたい」と言いました。それで、「明日

10時に今日会ったところでもうー度会おう」と別れました。私にとってもひとつのチャ

レンジでした。人生をどういうものにかけるかを子供たちに知らせること、その手助けを

することが必要だと思ったのです。次の日、同じ場所に10時に行きましたが、彼はいま

せんでした。シンナーでも吸っているのではないかとあきらめかけたのですが、他の子供

たちが、「いや、枚はきっと来るよ」と青いました。待つこと50分、後は来ました。「

操は、絶対に来ようと患ったんだ」と言いました。その後、私がスポーツを教えているコ

ミェニティ】センターに一緒に行って、スポーツをしました。

私が日本に発つ時、マイケル君に、「2週間ほど出張してくるよ」と言いました。マイ

ケル君がこの2週間でどれだけ成長しているか大変楽しみにしています。他の子供たちと

協調し、自分に自信をつけていっていると信じています。マイケル君の例は一例にすぎま

せんが、南アではこうしたストリートチルドレンが何千人もあふれています。

現在、南アはその歴史の1ページに残るであろう状況に直面しています。果人、白人を

問わず、マジョリティー、マイノリティーを問わず、みんな大変切羽詰まった状態にあり
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ます。来年の4月27日に全国民による選挙が行なわれることに決まりましたが、私はこ

の選挙に大変期待しています。

これまでの分離された状況を簡単に説明しますと、白人が人口ではマイノリティーです

がこの人たちがほとんどの富を自分の手中におさめてきました。そして、その他の人々が

抑圧に耐えてきたわけです。アパルトヘイトの中では、人口の大半の人たちが政府から何

のサポートも受けられませんでした。例えば教育に関して学校自体が少なく、本がなく、
一クラスも50～60人以上の子供でひしめきあっている。それから大学などでの奨学金

もないので親に出してもらうしかありません。そして、日本と違い土地はあるのに、狭い

所に住まなくてはならない。その中に、8～10人が住んでいるという状況です。また、

レクレーションやスポーツ施設をとっても大変な差別を受けてきました。ですから、大多

数の人たちの可能性がつみとられてきたわけです。わずか、13％の人々だけに立派な施

設が開放されてきたのです。私たちは、自分たちでコンディションをつくっていかなけれ

ばなりませんでした。

私は13才ぐらいからスポーツをしたいと患っていました。でも、私たちのタウンシッ

プにはテニスコートがありませんでした。隣の地区にあるクラブに、「プレイさせてくれ

ないか」と撮むと、「ダメだ」と言われました、理由は、「自人用だから。あなたは“イ

ロ1’が白ではないから」ということでした。私は、通りでテニスやテニセット（訳註一大

のラケットでテニスのようにボールを打ちあう）というようなスポーツをしながら、「絶

対世界で有数のプレイヤーになってやるぞ」と患っていました。そういう風に通りでみん

ながいろんなスポーツをしています。テニス、クリケット、サッカーなど。私もその一人

だったわけですが、ある日隣りの人が、「広い坂があったらもってきなさい」と盲いまし

た。みんなで板をみつけてくると、車庫の中に卓球台をつくってくれました。1876年

のことでした。この車庫に40人ぐらいの子供たちが集まって、ひとつの卓球台で争うよ

うにして卓球をしました。こうした中から、私のような卓球の南アチャンピオンだとか、

地区のチャンピオンが出ています。今、私は、こういう中から出てくる子供のためにいい

コンディションを作ってあげられたらと息っています。

今、私は成人して、幸せなことに高校、大学も出ることができましたが、大人になって

みて下の世代をみると、状況は何もかわっていないのです。

政府は、アパルトヘイト法を廃止し、ロベン島に投獄されてきた政治囚も釈放されまし

たb　マンデラ氏は27年間ここに投獄きれていました。政治犯を閉じこめた政府は人口的

にマジョリティーを占める人たちに恐怖感を与えようとしてきました。一方、物質的な部

分でどう変わったか、あるいはどう変えていくかということに関してみると、ほとんど変

わっていない状況です。例えば住環境、学校、スポーツ、レクレーション施設など変えて

いくべき部分はたくさんあると患います。それにより将来を担っていく、可能性を持った

子供たちを実際に育てていくことができるわけです．

そうした中で色々な草の根団体が、社会の変革へ向けて動き始めています。また外国に

も協力団体があります。日本でいえば、JVC、ブックエイド、南ア黒人の教育を支える

会、アフリカ行動委員会などがあります。スポーツに関しては、日本卓球協会の荻村さん

は大変私たちに対して協力的です。もし、南アの卓球をしている若い人達にどこへ行きた

いかと聞けば、「日本に行きたい」という人が一番多いと患います。

子供たちは概して非常に野心家で、「無謀」な夢を抱きます。特に第三世界の国々の子
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供たちはそうです。しかし、今の状況では、「何が欲しい」と聞くと、ほとんどの子供た

ちは、「明日の食塩を確保すること、お腹一杯食べたい」と青います。ですが、こういっ

た社会で明日につながる夢を持てる活動を始めると子供たちは飛びついてきます。多くの

団体が子供たち、女性たちのために活動しています。私たちが目ぎしているのは、「お互

いに協力しあう」ということです。そういう活動の中で、訃顔を持ったり、新しい未来を

掃いたりしていけますし、将来のリーダーもたくさん出てくると息います。

国連が、6月16日（ソウェト蜂起の日）を「アフリカの子供の日」と定めました。子

供たちは将来を担っていく世代です。彼らの未来を築くことが私たちの果たすべき役割で

あり、明日は明るいんだということを私たちが知る第一歩だと思います。先ほど話したマ

イケル君のような子供は南アにはたくさんいます。その子供たちを明日が見えるように導

いていくことが、今の私たちがエネルギーを注いでいく道ではないかと思います。また、

こうしたエネルギーを注ごうとする人々が、協力して活動していくことが大切だと患いま

す。子供たちは手に負えないほどクリエイティブな存在です。そうした子供たちのために

も社会を変えていくことが急務だと患います。

第二次世界大戦後の日本と、今の南アの状況を対比して考える人がいますが、私もこの

両者にお互いに学ぶべき点が多いと患います。日本は貧困から今のようにリーダーシップ

を取る国になったわけです。これは、荻村さん自身もよく言っています。荻村さん白身も

大変貧しい幼少時代を過ごされ、世界の卓球チャンピオンになり、コーチになられ、現在

国際卓球連盟の会長であられます。荻村さんが尽力しているのは、卓球を通して、世界の

平和と親善を築いていくことです。荻村さん白身が若い時に体験した刺激や動機づけが今

の南アに一番必要なものではないかと患います。これにより将来を担っていく子供たちが

どんどん成長していってくれればと思います。今は国際的な機関や外国の団体が支援して

くれていますが、早く「もう南ア披大丈夫だよ」と言えたらと思っています。

最後になりましたが、ここまで私たちを連れてきてくれた多くの皆様に心より感謝申し

あげます。こうして協力してもらうことを当然のことのように思ってしまう傾向がありま

すが、そうなってはいけないと思います。国際的な協力関係が私たちを支えてくれていま

す。「新しい南アを見てください」と言える日が来ると信じていますし、私たちも努力し

ていきたいと患います。

（通訳　海野るみ）
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シェリノし・ローく－、ニ′経歴

南アフリカ共和層ナタール州ダーバン述部のタウンシップ、ウェントワース

に生まれ育っ。

幼い嘆よりテニス、卓球lこ親しむが．rカラーFJであったため、テニス

コートなどの各種スポーツ塊汝を利用できず、通りやガレージでスポーツに興

じていた．そうした忌まれない環塊の中、彼女はその才能を惜しみなく発揮し

裁ける。そして過去3回南ア女子ヰ球チャンピオンてなり、1992年I三はバ

ルセロナ・オリンピックへの由増も果たす。

バルセロナへの由ヰド際しては、国内チャンピオンでありながら、「カラー

ド」だというこてで踵々な鈴音を受けた．A群集服用でドーピング鴎性及応が

出て、一時は代表取り消いこまで遣い込まれたが、独白のキャンペーンと宮際

卓球連盟裁村全長の救済措霊で出場権を穐保したという鮭膿があった．

現在、全国オリンピック・スポーツ合議メンバーとして活動する一方、自ら

の苦い経験が繰り返されないようlこと、タウンシップの子供たちや女性たちの

スポーツ指導や振興ドあたっていろ．

彼女の才能は、スポニッlことでまらない．南ア国内とイギリスでアフリカ学

を学んだ彼女は、硝先着、ライターとしても藩札スポーツ政治学、体育社会

学等の著書も多い．こうした数々の活動を通して、彼女は常ド南アのスポーツ

界ならび社合lこ宿る人毯差別や性差別と成っているのである．

主な虔i著書
Fi触Tears of Spod3Resi血ICein Sm止h Africa

SportandTran威ornation（d．）

Challe鳩eBFacl咤弘也址A育ic弧S画（由．）

SoutbAfri（過’55tn唱gle for Ol耶叩ic Legiti皿aCy

Reconstmction（If So止b Aかic鋸I SporL（由．）

80n’t蜘相加ea皿8

季刊誌「スポーツ・ウーマン」（編集発行）
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なさナな　しのお金でらま　一　一　一　一

肌叩日　加加rLs

父ちゃんがカネを数えているその指を、メアり－はじっと見ていた。父ちゃんはソエイ

コプズの溶接工として軌＼ている。浅黒い指にはヤケドの膝がある。昼間のキツイ仕事を

物語っているかのような指だった。金曜日の今日、父ちゃんは仕事をいつもより早く終え

て3時半には帰ってきた。カバンを置いてから食卓にすわり、母ちゃんとお茶を飲んでく

つろいだ。この食卓で、その日その日の出来事を語り合うのであ1た。

お茶を飲んでから彼ら絹室に行き、ヘッドにすわって父ちゃんの給料とにらめっこす

る。このヘッドで、まず何にお金を回すべきかや食費の決定をするのだ。

「今週はもうちょっと貯金できるよう、食費を切り詰めなくちゃあいかんな」

と、父ちゃんが言った。父ちゃんの体はゴッツくて、とくに」二半身はすごい。母ちゃんい

わく、「カネのヤリクリにかけては天下一品なのよJ。

「来週、借金の返済があるんだよ。もし今職業ができなくたって、返すものは返した

いからね」

と、今渇の支払いはこれで結論が出た。

母ちゃん鵬してうなずいた。家のローンを支払わなくてはならなかった。是が非で

もそうしなければならなかった。一つ星根の下の暮らしは何物にも変えがたかったからだ

。1966年にウェントウァースの家を買ったそれからずっとこんな調子の生酒だった。「

カラード」居住区とよばれるウェントウァースは、プライトンビーチ白人地域に隣接して

いる。集鵬かこよってプライトンビーチが白人居住区となったため、そこに昔から住

んでいた家族がムリヤり追い出され缶メアリーの家族も考のうちの一つだった。

メアリ摘日報もセット㌧をしている0夢中だった。だけど今日は仕方なく

廠習を休んだ。父ちゃんの帰りを家で待っていたかったから、どうしても帰らなくてはな

らなかったのだ。

メアリーもベットの上にすわって、父ちゃんの給料の使い道を見守っていた。カネの話

をしているときに3人の娘がそばにいたって、父ちゃんも母ちゃんも気にはしていなかっ

た。むしろ彼女たちは一緒にいるよう言われた。

メアリーは内心気が気でなか1た。しっとすわってればいいんだと副、聞かせた。父ち

法り和ラわ匝木1しもうち弔う匝あうホFへ
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やんの今題の稼ぎがどれくらいかは家族みんなが知っている。父ちゃんが請求啓の支払い

をチェ′クするのを、ただじっと目を血のようにして見守っていた。心臆の鼓動が激しく

なっていく。「テニスラケy卜分のお金があまらないかなあ‥・」

メアリーが録初にもっといいラケットが欲しいなあと思ったのは、もうかれこれ4週間

一　　　二．1．・・・・

ニセソドをしている。学校でやれるスポーツといったら、“テニセソドを始めとして

ほんのわずかである。彼女はもっとちゃんとしたテニスクラブに入りたかった。そしても

っと大きなコートでプレイしたいと配っていた。学校にはテニスコートなとない。町のな

かとこを探したってないのた。いとこのアンから、メアリーは使い古しのラケソトを2ラ

ンドで買った。所々ガットが切れてるから安い。だがそんなラケットでは、ポールを打ち

返すときにネリトにボールが挟まったり、稟通りしていくのかオチである。だから、今と

なっては「無用の長物」であった。

父ちゃんも母ちゃんもスポーツについてそれほど関心がないから、メアリーの思いを真

に受けてはいなかった。ただ、「子供が欲しかってるものぐらいは‥・」というのか彼

らの生活信条ではある。そうはいっても実際のところ難しい話で、労働者階層に属する家

庭は、しょせん稼ぎに見合った生活しかできなかった。

「このカネじゃあ、ギリギリの線だな」、というのか父ちゃんの口掛こなっていた。

ラケツトのことを口にしてからずっと、メアリーは今か今かとその成り行きを見守って

いた。木曜日の晩になると、父ちゃんが予等を見積もり、その中にラケソトの項目がある

かないかを確かめる、ということの繰り返しであった。言うまでもなく、付き合いだとか

スポーツといった類の出費は論外だった。

折も折、「ウインブルドン」が始まる。新聞が「ウインブルドン」の熱狂ぶりを奮き立

てているのを見て、彼女の心は揺れ動き、テニスのことで頑が一杯になった。学校にコー

トがないから、地域のテニスクラブに入会の問い合わせをしてみる。プライトンビーチの

そばにあるテニスクラブだ。しかしながら、白人専札「カラード」用のでいちばん近所

にあるのは、もう一つのカラード居住区・サイデンハムというところのものだった。そこ

のティルスクレシェノト・テニスクラブに行くには、ハスを2つ乗り経かなくてはならな

かった。

いちばん安い型のラケットでさえ、毎週もらう小遣いでは手が届かない。計算してみる

注と日皐輔車担キト矩ゝ
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と、8カ月分貯金すれば大丈夫なようだった。もちろん、両親に頼むわけにはいかない。

だって食べ物や教科書を買ってもらって、おまけに小遣いをもらえるなんて十分すぎるか

らだ。メアリーと2人の妹、エリザヘスとジョイは冷蔵庫さえ自由に開けてもよかった。

他の家では冷蔵庫にカギがかけられているというのに‥。電話にしてもそうだ。固い絆

を持ち、お互いを拠り所とする家族だった。

「お勤めしている大きいお兄ちゃんやお姉ちゃんがいたらなあ・・」

母ちゃんがお金を丁寧に洋服ダンスにしまいこむのを、父ちゃんが見ながら満面の笑み

をうかへているのを見て、メアリーはつぶやいた。父ちゃんにしてみれば、固く口を閉じ

た給料袋を家に持って帰り、母ちゃんに渡す瞬間、この時ほど胸をはれる瞬間はなかった

のた。明日は土曜日。母ちゃんは朝早く町へ行き、請求書の支払いを済ませ貯金を預ける

ことになる。

「メアリー。父ちゃんと母ちゃんがオマ工のこれからを患って何をしてるか知ってるの

かい。－備えあれば憂いなし’っていうだろ」

父ちゃんが娘に言った。両親のおかげでメアリーは幸福だった。子供たちのために親身に

なって、自分たちのことなと二の次の父ちゃんと母ちゃん。そんな両親がメアリーの誇り

だった。

「ラケットのこと、どうしよう」と彼女は患った。父ちゃんも母ちゃんも部屋から出て

台所に戻ってしまう。手っ取り早い方法が思いっかなかった。それより父ちゃんも母ちゃ

んも、メアリーがどれくらいラケットを欲しがっているのかわかっているのだろうか。忘

れてしまったのか。お金がないのか。メアリーはそわそわしてきた。欲しいと思ってから

はや4週間が過ぎていた。

メアリーは薫っていた。小遣いで満足しているかどうか父ちゃんが聞いた時、メ71ト

は答えなかった。今週、父ちゃんは子供たちに少し多めに小遣いをあげた。メアリーは失

望の色を隠せなかった。雨滴の寝室から飛び出し、エリザベスと－【億に便っているヘリト

に行き、その上に身を投げ出し泣きはじめた。泣きだしたい気分ではなかった。ただ涙を

むりやりしぼりだしのだった。

「どうかしたの、メアリー」母ちゃんがやさしく話しかけた。どこか変だと患ったので

、後をつけてきたのだ。母ちゃんに顔を向けず、ペソドに顔を埋ずめたまま答えた。泰が

とめとなく流れ出した。

「いつになったらテニスラケットが手に入るの？」
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「ラケットですって？J驚いた調子で母ちゃんは答えた。「だけと今そんなお金はない

のよ。あと2、3週間もすれば、父ちゃんが残業してその分余分に手に入るから、その時

考えましょ」

「いや！1逢すざるの。今欲しいの」メアリーは言い張った。

「勝手なことばかり言ってちゃダメでしょ。お金かないんだから待ちなさい」

ちょうどそのとき、父ちゃんが入ってきた。ベッドの上のメアリーの様子を見て、とう

したのかを聞いた。

「この子がダダこねちゃって」と、母ちゃんは答えた。「テニスラケリトが欲しいとか

なんとか‥・。だから私言ったの。ウチにはお金がな、いって」

父ちゃんが寝室に来たのに気づいて、メアリーはよりいっそう大きな声で泣き始めた。

両親のやり口をメアリーは知っていたのである。泣けば泣くほど、構ってくれるだろうと

。きっとメアリーの術中にはまるだろうと。窓の外に目を遣りながら、父ちゃんも母ちゃ

んもとうしたものかと考えていた。メアリーの泣き声だけが部屋のなかに響いている。

「泣くのはおよし。ヘノになるわよ。さあ、一緒にお茶でも飲みましょ】と、母ちゃん

は言った。

「いや！なんにも飲みたくないl　ラケットが欲しいよ～」

「わかったわ。気のすむまでずっと泣いてなさい。顔が青くなっても知らないわよ。ど

んなにがんばっても、今週はラケットは買えないのよ。ただでさえお金がないんだから」

メアリーは構わず泣きつつけた。父ちゃんと母ちゃんは寝室から出て、台所へ行った。

お茶を飲みながらやり練り草段していた。あらゆることに一点の登りもないことに彼らは

滴足した。

沈黙を破って父ちゃんが言った。「来週幾らか残業すれば、ラケyト代ぐらいヒネリ出

せるだろう。子供が泣いているのに、親として何もできないなんてなさけないよJ

父ちゃんはお茶をゆっくりすすった。「仕事用の靴がもう一足欲しかったけと、仕方な

いね」

母ちゃんもお茶をすすった。「そうわー、メアリーが書ぶんならね」

「“子に過ぎたる宝なし巾って言うしな」と、父ちゃんは言った。

メアリーは寝室で泣き続けていた。今度の金曜日にお金を受け取れるとも知らずに‥

。母ちゃんは椅子から立ち上がった。「さっそく、メアリーに伝えてくるわ」

（訳　枝川・海野）
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粛アフリカのニュース

1レイプ一一幼い子どもも多く犠牲に
先頃ベルリンで行なわれた国際会議に提出さ

れた報告書によると、南アフリカでは83秒に
一件の割合でレイプが発生三しているという。被

害者のうち95％は星人だ。この率は世界でも

もっとも高い数字に入る。南アフリカの犯罪防

止および加清者申年印詐究所の研究によると

それは、南アフリカ女性の四人に十人がレイプ

されることになるという。ソウェトでは、銃や

ナイフで武装した男が、強盗などの「ついでに

」女性を襲うという、いわゆるギャングレイプ

が流行りにさえなっている。

6月1日の「国際子供の日」、約30人の小

学生たちがプラカードを掲げてヨノ＼ネスプルク

の街を行進した。「子供にも話を聞いてもらう

権利がある」「私たちを虐待しないで」この子

供達は、比較的裕福な層が住むサントンにある

農場学校からきたのだが、四か月前この学校の

外は中年男性に体を売る生徒で溢れていた。こ

の日、子供達は大人に対して巻き返しをはかっ

たのである。

5歳のベロニカちゃん（仮名）も、そんな数

多くのレイプ被害者の一人だ。ある日いつもの

ように近くの店に買い物にやろうとすると、ベ

ロニカちゃんは泣き出し、行きたくないと言い

張った。「あそこにいる男の子がむりやりベッ

ドに連れて行くの」

ソウェトりバラグワナ病院にある、レイプや

性的暴行の被害者を治療する「医療法後室」に

よると、レイプ被害者の半数以上は16歳以下

という。また、そのうち10％は1～5歳の幼

女である。

毎月バラクワナ病院で行なわれる合法的な中

絶手術のおよそ半数は、レイプが原因で妊娠し

た16歳以下の少女のためだ。パンパナ医師は、

その数字から推測すると、ソウェトだけで毎月

2088件以上のレイプが起こっており、その多く

は警察に通報されないという。

昨年特別治療室がオープンしたが、今年4月

には患者数がピークに達し、210人をマーク

した。
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幼女はしばしば、家族や親戚など仕事のない

男たちのターゲットになる。失業に伴なうアル
コール・麻薬の乱用、またソウェトの貧困な住

■－ボーアを殺せ、

クリス・八二暗殺後の集会で、ANC青年同

盟議長のビーター・モカバがうたったスロー

ガン「ボーア（オランダ系白人）を殺せ、農

場主を殺せ／K川theBoer，KlHthe farmer」

が一辱動起こした。白人層から、人種差別的

だと嵐のような批判が次々と起こり、モカバ

はANC事務局長のラマポサからお叱りを受け

た。法秩序大臣は、その発言を理由にモカバ

を起訴するとかしないとかまで貢いだす始末

だった。そのモカバが、サタデー・スターに

次のような投書をよこしている。

矧…肋恩執姻『隠庭だ⑬系図Rガ診

（サタデー・スターでかかれたANCの）ミ
‾ティングは、このスローガンあるいは歌

（chant）を取り巻く問題について説明するた

め、青年同盟の要請に応じて行なわれたもの

である。したがって、このスローガン詠唱

が、一個人の私的な感情によるものだという

（サタデー・スターの）見解に意差を唱えた

い．

青年同盟は、このスローガンが我々の抵抗

の文化の産物だという立場をとっている。そ

れはゲリラたちが戦いの中で作り出し、MK

（ANCの軍事組織）が反アパルトヘイト闘争

に特に重要な役割を果たした80年代に大衆

の間にも定着し流行となったものだ。

同時に南アフリカの国境削1の農場地帯は

すべて、入ることの出来ない紛争地として白

人政権によって宣言され多くの農場主を奇

襲様員にさせアパルトヘイトシステム防衛の

第一前線にしたのである。

またミーティングでは、民族として、そし

て連動としての文化から離れるよう強要はし

ないと言うことが明確にされたが、我々は、

このスローガンを’’（悪意を含んだ）意志の
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名事情もそれに拍車をかけている。アパルトヘ

イトは黒人全体を苦しめてきたが、物ノlンつかな

いこどもさえ、その句会にしているのである。

農場主を殺せ一一
声明’’として使うことは出来ないし、そうし

たこともない。

ミーティングでは、ANCの反人種主菱政策

が確認された。また、我々の歌や詩、その他

の文化的表現はすべて、このスローガンに

沿っているものだが、それらが文字通りの意

味を持ったことは一度もない。

このスローガンに対する大唇ぎの背後に

は、クリスリヽ二暗殺で自らを窮地に追い

やっている国民党政府が、自分を救おうとす

る工作がある。・日敵やスローガンを止め

るような決定はなされないであろうし、抵抗

の文化はすべて、我々人々の間の連帯・統一

を促す臣机lの一部であり掛ナる。t

（5月158号）

だが6月8日のANC執行委員会会合では、

このスロ‾カンを使わないよう、今後メンバ
ーに通達するとの決定がなされているも

南アフリカの人々が集会で敵う歌はどれも

美しいが、歌詞内容の過激さがまた、一層感

動させる。

＊＊＊我々MKメンバーは、ボーアを殺す覚

悟でいる

＊＊＊白人やボーアは払たちの親を苦しめて

いる。AK47で奴らを撃ってやる

＊＊＊屋根の上にのって奴らに言ってやれ、

ボーアをやっつけると自分の母親が喜ぶと

クリスりヽニ暗殺以降それに乗じての暴力

が絶えず、日には目を、と人種戦争再燃の状

態である。八二の暗殺は、被を抹殺するとと

もにその余波を引き起こすことにもっと意味

が含まれている気がする。

（訳　松島多恵子）
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ビクター・マトム『南アフリカの人々』

写真はがきを発売します！

☆1セット8枚　　　予価￥600

☆バラ売り絵はがき　予価￥100

①セット絵はがき内容

・ほのおをみつめて

・廓で読む

・バス停のとうもろこし売り

・過密教育

・母の匂い

・樋からしたたる雨滴を受けて

・扉にたたずむ女

・仕事から帰る母を待つ

②バラ売り絵はがき（二種類）

・ニュー・サウス・アフリカ＝ポスター使用の写真

・ゴムとびで遊ぶ少女ら（右ページ掲載）

※収益はマトムさんへのカンパ、写真展の運営費に充てられます。一組でも多くの購入

をお願いします。
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発売開始　　　　　8月」二旬

問い合わせ先　　　〒390－03　長野県浅間温泉3－21－1

マトム写真展ln信州実行委員会

FAX O263－46－6229
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Ⅴ・マトム氏歓迎レセプション

『南アプリ二わの夕べ』　へのまS言秀レヽ

写真展「南アフリカの人々」開催のため7月1日に来日したⅤ・マトム氏は、今、作品

の仕上げに全力を傾けています。そこで、全作品が出来上がり時間的にもゆとりの出来る

今月末に、歓迎会を兼ねてⅤ・マトム氏の写裏世界を知る会を下記のように開くことに致

しました。

歌も踊りもある楽しい会にしたいと思っておりますので、ぜひ、ご参加くださいますよ

うご案内申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993年7月12日

写真展「南アフリカの人々」東京展実行委員会　津山直子（3834－2388JVC）

高柳奈美子（3813－7403永井）

言己

日時：1993年7月29日（木）午後5時～8時半

場所：クレヨンハウス（蕗区北青山3－8－15）地下鉄表参道Al出口より2分

内容　　スライドを使っての展示作品説明（Ⅴ・マトム氏）

お話（楠原彰氏）

Ⅴ・マトム氏を園んで会食と懇談　　　　　　　参加費3千円

◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇

講演会　『南アフ　リカもま今』
日時：1993年8月28日（土）午後6時・～8時半

場所：自治労第一会館　（千代田区六番町、市ヶ谷駅下車）

内容：お話　Ⅴ・マトム氏＋南ア自治体労働組合代表（2名）

問い合わせ　津山直子、高柳美奈子

の発行になるかもしれません。それでは、良い夏の休畷をお過ごしください。lTom） 

発行　アフリカ行動委旦会『アンチtアパルトヘイト・ニュースレター』編集部 


