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9月25日・鉢と南アの今後の関係を考える市民のつどい（連載③）
－顔と顔の見える関係をめざして一

第二部　　シンポジウム　Ⅰ

【司会】午前中、マトムさんの話や梼原先生の話を聞きました。僕らはいろいろな所でN
GOがやるシンポジウムに顔を出すのですが、とにかく現地の現状を知りましょう、そし

て、それを知ったら今度は行動に移しましょう、ということになります。要するに私たち

ひとりひとりに何ができるかということを考えて行動しようということなのですが、それ

がなかなかうまくいかないのは、いくら事実を知ってもその知識そのものは行動の原動力

にはならないからです。やはり、事実を知るだけではなくて、顔の見える関係が大切で

す。マトムさんならマトムさんという人が闘っている、その闘いに共感できて、自分も
いっしょにその現実のおかしさに憤りを感じないと、どんなに南アを知識として知っても

行動には結びつかないような気がします。
では、午後の部を始める前に、皆さんが今日何を期待してこのシンポジウムに来られた

かちょっと聞いてみたいと思います。いかがでしょうか。

【参加者】本では得られない知識というか、実際にアフリカの方と接して、本当の生のア

フリカの声を開けると思って釆ました。

【司会】こういったシンポジウムや集いに参加されることはよくあるのですか。

【参加者】ありません。初めてです。友だちから聞いて乗ました。

【司会】もう一人聞いてみましょう。

【参加者】キャパというジャーナリストの写真家がいました。その人の「戦争と子どもた

ち」という腰で写真展があって、それを見たときに僕が感じたのは子どもたちの笑顔でし

た。苦しんでいるいろいろな写真があったけれど、一番印象に残っているのが子どもたち

の笑顔でした。

今日見た写裏は、実っている写真もあったけれど、みんなその背景が見えるというかす
ごく鋭く心に刺さってきました。アフリカの写真というと不幸な写真ばかりで笑観が見ら

れなかったので、今日は見られるかなと思ったのですが・・・。やっぱりキャパの写真で見た

ような笑顔は見られなかったのが残念です。

【司会】ありがとうございました。子どもの笑顔という話がでましたが、その辺について

マトムさん自身どう思っていらっしゃるかな。

【マトム】今お話しになった方は、いつも見るようなアフリカの写真とはちょっと達うよ

うな印象を受けたというようなことをお話になったと思うのですが、南アの子どもたち

は、アフリカの子どもたち全般に言えることですが、みんなチャーミングな子どもたち

ぽっかりです。ですが、そのチャーミングさをいかに出すかということのためには、やは

り私たち写真家がどのようにその写真を撮るために工夫するのか、それが大切になってき

ます。それを一生敷命やることによって、とても自然な形で、自然体での写真を撮ること

ができます。日常的な関わりによってしか、そういうものが撮れないということもあると

思います。ですから、多分、いま発言なさった方は、そういう逼った印象を受けられたの
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ではないでしょうか。

【司会】ありがとうございました。ポスターになった小さな鞄に座っている男の子の写真

がありますが、僕もあれを見たときに彼の未来そのものを見つめているような瞳がすごく

印象的でした。そこに力強さを感じたのですが、マトムさんの説明を聞いて、例えば制服

を着ているけれども座る椅子がないとか、あるいは「ニューサウスアフリカ」というス

テッカーは政府が作って配っているものだとかいうような、その背景にあるものと何の知

識もなしに感じる感動とのギャップ…その両方をちゃんと分かっていないといけないよう

な気がします。やはり、そこに憤りを感じられる自分でいたいなと思います。

南アフリカの問題に対する憤りというのは、例えば南アの差別に憤ることができる人は

日本で在日韓匿人への差別に憤ることができ、また部落差別に憤ることができ、あるいは

子どもの虐げられている状況に憤ることができる人ではないかという気がします。そうい

う意味で、南アの問題は決して私たちから切り離されたところにある問題ではなく、マト

ムさんの闘いから僕らが学ぶべきことはたくさんあるような気がします。それを知識とし

て学ぶのではなく、もう少し共感する部分を見つけていけたちなとも思います。

それでは午後の部の中身に入りますが、最初に三つのNGOの方から南アでの活動を報

告していただきます。その後、パネルディスカッションに移りたいと思います。最初に、
『アフリカ・ツリーセンターを支援する会』の鳥居ヤス子さんにお願いします。

【鳥居】皆さん今日は。私は『アフリカ・ツリーセンターを支援する会』の代表をしてい
ます。よろしくお顔い致します。私どもの会は6年前に作りました。南アのナタール州

ビーターマリッツバークの郊外にあるイーデンデールという所で、アフリカ人自身が作っ

た現地の小さなNGO「アフリカ・ツリーセンター」を支援することを目的にこの会を作

りました。そのセンターでは主に自給のための農業、それと植林を呼びかけています。植

林といっても大規模なものではなく、一軒一軒のお家に呼びかけて、とにかく樹を殖やそ

う、まず果物の樹から始めようとしています。

この会を作ったのは6年前ですが、私自身と南アの関わりあいはもう1弼三前ほどになり

ます。私は安全な食べ物を自分でも欲しいし、それを広げたいということで有機農業の運

動に長く関わっています。有機農業関係の国際会議が1978年にカナダのモントリオールで

開かれたときに、私は日本の有機農業団体の代表として出席致しました。そのときに南ア

からは黒人のロバート・マジブコさんという方が来ておられました。今年90才になられる

高齢な方です。ズールー人の農業指導者で、非常にすぐれた方です。この方のお話を会議
で聞いて、大変心を打たれました。有機農業について、それから土について、そして樹が

いかに大事か話をされました。まだアパルトヘイト制度の厳しいその当時、よく南アから

黒人の方がこういう会議に出席できたと驚きましたし、また、そのお話のすぼらしさに大

きな感銘を受けました。それ以来、この方と連絡を取り合っておりましたが、グループを

つくって支援活動をするというところまではなかなかいかず、ようやく6年ほど前に小さ

なグループをつくることができました。

このマジブコさんは、はじめ小学校の先生をしていらっしゃいました。学校で教えてい

ると、子どもたちは十分食べ物がなくて栄姿不良でおなかが満たされないから頭も空っ

ぽ、何を教えてもうまく頭の中に入っていきません。この子どもたちを教育するには先ず

おなかを満たすことが先だと気付きまして、学校をやめて農業学校で勉強し直しました。

それからまた学校で教えることになったのですが、どこの学校でも畑を作って野菜を作り



それを子どもたちにも与えて先ずおなかを満たし、それから勉強するという活動をしばら

く続けていたそうです。その後、農業に専心して南ア各地で農業の指導を続け、今年50年

になるわけです。

「アフリカ・ツリーセンター」を作ったのは1980年。それまでは、農村部で住民医療や

農業指導をやっている民間団体で働いていたそうです。自分自身で′トさな農業研修セン

ターを作って若い人たちに農業や桓林を教えてアフリカの荒廃した土地を廼らせ、アフリ

カ人が自立できるようにするには食樫自給が第一歩と彼は考えたのでした。その活動をす

るために「アフリカ・ツリーセンター」を作りました。私たちがその活動の支援を始めた

ときに先ず何が欲しいか聞いたところ、足りない運営資金とか農機具、それから勉強する

ための建物が欲しいということでしたので、寄宿舎を備えたセンターの建物を作ることを

目標にして資金集めを始めました。郵政省のボランティア貯金の配分金も二年前に受ける
ことができまして、私どもの自己資金と合わせて寄宿舎を備えた小さな農業研修センター

を建てることができました。去年は、トラクターを一台購入しました。

ピーターマリッツバークは、ガンジーの映画を御覧になった方は覚えていらっしゃると

思いますが、青年弁護士マハトマ・ガンジーが南アに着いて間もなく列車のファーストク

ラスに乗っていたところ、切符を持っていたにも関わらず列車から放り出された場所で、

ナタール州の州都です。その事件が起きたのが1893年6月6日で、ちょうど今年が百年目

でした。6月に私が現地に参りましたとき、ちょうどガンジー百周年という大きな式典が

ありまして、6月6日にガンジー像の除幕式がございました。その式典にはネルソン・マ

ンデラ氏、ツツ大司教、インド政府の代表者などが集まりまして非常に盛大なものでし

た。ガンジーの非暴力抵抗運動は、このピーターマリッツバークから始まった・・・そのガン

ジーの言葉を刻んだ碑が建てられて、その除幕式もありました。

皮肉なことに、ガンジーが非暴力の抵抗運動を始めたピーターマリッツバークの街は、

今は暴力事件の一番ひどい所の中心なんですね。私どもが支援しております「アフリカ・

ツリーセンター」は、直接攻撃を受けたということはありませんが、“イーデンデールー

（エデンの谷）という地名なのに今では】バレー・オブ・デス”（死の谷）と新聞に載る

くらいその周辺は暴力のひどい所です。そういう場所ですけれども、その式典に大勢の人

が集まって本当に平和を願って祈りを捧げ、これから平和を巌って行動していこうとして

いる決意をみることができて感銘を受けました。

マジブコさんのやり方は、こちらから出掛けて行って教えるというよりは、村の人たち

から畑の作り方を教えてほしい、果物の樹を植えたいが教えてはしいというように請われ

て行く方がいい、そして、その地域をよく知っている人が行って教えるのが良いので、余

所の外国の人が来て教えるというのは効果が出ないものだとおっしゃっています。ですか

ら私どもは資金面で援助をしまして、マジブコさんとそれから息子さんや地元の人が出掛

けて行って木を構えること、畑を作る技術を教える…それを後ろから資金面でバックアッ

プしようというかたちで今まで援助活動をしております。

最近ではマジブコさんの長年の自給農業の指導、それから樹を植える活動が評価される
ようになりました。WWF（世界野性生物保護基金）の下部団体として南アには「サウス
tアフリカ・ネイチャー・ファウンデーション」があり、そこが環境問題に貢献した人に

与えるグリーントラスト賞を四年ほど前から始めました。今年はマジブコさんの活動がそ
の貨の対象になりまして、ヨハネスブルグで授賞式がありました。

二年ほど前からこの活動に注目する人たちもだいぶ出てまいりまして、テレビで環境番
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組の中でも土をいかし、樹を植えてアフリカの土を挺らせる活動が広く紹介されるように
なりました。マジブコさんは最近ど高齢で、今年は病気もされたこともあって実際の活動

はできない状態になりましたが、講演の依頼が各地からよくありまして、いろいろな場所

に赴いては土について、樹について、環境全般にわたって講演活動を行っています。白人

の学校やインド人の学校などからも依頼がきます。

センターのモデル農場は1エーカーほどの小さな農場ですが、自給自足的な裏庭でする

家庭菜園のような畑作りのモデルになっています。小さな面積に果樹がたくさん植わって
いまして、その間にいろいろな野菜がゴチャゴチャと混ざって植えられているといった感

じです。見たところは整然とした立派な畑ではありません。それはわざとそうしているの

で、それを見学者に説明します。私たちアフリカ人はもともとこんなふうにして作物を育

ててきたのですが、アフリカにやってきた白人たちは畑にまでアパルトヘイトをもちこん

で、とうもろこしはとうもろこし、トマトはトマトばかりの大きな畑を作る農業を始めま

した。それは自然に反しています。自然というのはいろいろなものが混ざり合っているの

が健全な姿で、混ざり合っていると病気や害虫に強いけれども、白人がやるようなモノカ

ルチャーで同じ作物を大望に植えると不自然で災害に対しても弱いのです。人間社会も同

じことではありませんか…、そんなふうに見学者に説明しています。特に白人の見学者の

方たちは苦笑いをしたり大笑いをしますが、アパルトヘイトの問題を考えざるをえないよ

うな語り口でソフトにアパルトヘイトに対する批判もされています。

最近ではセンターに白人の高校生が見学に訪れることもあります。黒人の研修生が教え

て白人の学生たちが一生懸命に鍬や鍬をふるって畑の作り方を学ぶという姿を見まして、

白人の生徒たちも素直に教わって体験している感じでした。そういう姿を見ていますと、

若い人は自然にこういうものを受け入れて人種の壁をなくしていくんだなと私は希望をも
つことができました。

これから私どもの会としましては、建物と道具は揃いましたので、その具休的なプロ
ジェクトについて支援を続けていこうと思っています。今この地域では“イーデンデール

環境意識プログラム汁　というプロジェクトが始まりまして、この地域にある44校ほどある

学校を対象に環境に対する意識を高めていこうとしています。子どもたちから地域全体に

環境意識を広げていき、環境を良くしよう、そのためには学校の校庭にもっと樹を植えよ

う、川を掃除してきれいにしよう、ゴミを片付けよう、と。作文コンクール、ポスターの

コンテストなども始まりました。

アフリかツリーセンターでは苗木を受けもつことになっております。私たちはこれから

も具体的なプロジェクトに対して支援を続けていこうと思っております。

【司会】ありがとうございました。では次に『南ア黒人の教育を支える会』の菅野さん、

よろしくお願いします。

【菅野】最初に自己紹介がてらお話しますけれども、ふだんは高校で社会科の教員をやっ

ています。今年の8月後半に会の活動の一環として南アを訪問いたしました。内容につい

ては後で少し触れたいのですが、非常にショッキングなことがありました。一つはボプタ

ツワナというホームランドの高等学校を訪ねたときのことです。授業中だったのですが、

校長先生以下応対してくれまして、三年生の物理の授業を見学させていただきました。南

アの学校はクラスの生徒数が多いと聞いていたのですが、そのクラスは女子5人、男子
5人のクラスでした。で、授業中にも関わらず授業を中断していろいろ話をしてくれまし
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た。実は一人の男の子が私に英語が話せるかと聞くんですね。一応英語を勉強した覚えが

あるので、「Alittle」と答えました。少ししか話せないといった意味で…。いろいろ聞

いてきたのですが、結局分かりません。そこで、いっしょに行った英語の教師に聞いてみ

たら「あなたは東京から来た中国人か」という質問でした。我々もアフリカについてどれ

だけの知識をもっているかというと怪しいものです。

もう一つショ・ツクだったのは、現地にいる会のスタッフから「あなたは識字教育を受け

た方がいい」と言われました。僕は一応新聞くらいは読めるんですけどね、英語を話せな
いのは字が読めないからだと思われたようです。

私は神奈川県の高等学校の教職屋組合の平和運動推進会に所属しておりまして、88年に
ANC東京事務所ができたとき機関紙の特集で取材をしました。マツィーラさんの話をい

ろいろ聞いて、それを機関紙に載せました。それが契機となっていろいろな集会に出掛け

て行ったり、この会の発足にも関わったという次第です。

会の活動の概要ですが、概略を申し上げますと、会が発足したのは90年6月で、事務局

員が7名という小さなNGOです。支援している地域が5か所ありますので、現地スタッ

フを5名ほどお願いして援助活動を行っております。具休的に言いますと、市民あるいは

団体から募金を募って、南アの小学生や中学生に学資援助をするのが一つの活動です。も

う一つは、教育施設や学校の体育用具とかコピー機の援助です。現在、寄付協力者が団体

を含めて540名います。

続きまして、今年、私を含めて2名の事務局具で南アを訪問したときのことをお話した
いと思います。私自身は初めて南アに行きましたので、見ること、聞くこと非常に強烈な

印象で帰って参りました。訪問した目的は三つです。一つは現在援助している子どもの面

接と援助している施設の見学です。二つ目が次年度以降の援助候補に上がっている施設を

見学すること。三つ目が5人いる現地スタッフと会合をもって、これからの方向性を探っ

たり、現状の問題点は何か考えたりすることです。

ヨハネスパークから遠い所から回ったのですが、まずトランスカイとナタールです。そ

れからトランスバールの東西、南と回ってきました。今回の訪問で特記すべき事項をお話

したいのですが、黒人対象の文部省というべき教育訓練省（DET）を訪れて話を聞いて

きました。日本でいえば教育委員会の課長みたいな人がホテルに迎えに来てくれました。

彼に伴われて二つほど会議に出席させていただいて、二つほど重要と思われる問題があ

りました。一つは、教育委員会の指導主事みたいな人の話なのですが、実質的に希望が実

現するのは200時以前ではないだろうと。今、南アでは高校まで義務教育にしようという

動きがあり、新しい憲法もできる中で明るい展望があるみたいですが、20m年以前には実

現しないだろうと言うのです。入れ物が間に合わないのに義務化はうたえないというお話

でした。都市部では建物だけは作られているし、農村部では地域が建物を作ると机や椅子

だけは支給されるようにはなっているようです。しかし、どちらの場合も図書室、理科の

実験道具、社会科の地図や模型、体育や芸術の用具などの支給までは今のところ無理だと
いう話もありました。義務教育を制度化するには相当な期間がかかるだろうと思いまし

た0我々の会としても、かなり長期的な展望に立って援助をしていく必要があるという印

象をもちました。

二点目は、これも指導主事だという人の話ですが、今一番の問題は教員の力不足、自信

喪失、意欲喪失だと。ストライキ続きで教師と生徒双方に「学ぶ意欲」が失われつつある
と。土曜学校を開いて遅れを取り戻すべきではないかという話もありました。
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僕らが行った二週間ちょっとの間でも二週間ぶっ続けでストライキをうっていました。

要求の一つは教員の給料を上げろということです。初任給は700ランドということでした。
1ラ押30円くらいですから、およそ2万1千円。いくら物価水準が速うといっても、

ちょっとこれでは安すぎます。これで本当に優秀な先生が集まるだろうかと疑問をもちま

した。はっきり言って南アの教具の地位は非常に低いという印象をもちました。白人の家

にも出掛けて行って話を聞いたのですが、その家でメイドさんをやっている黒人の方が実

は元教鼻だと言うのですね。その白人の方に言わせると、彼女は4台あるガスレンジのど

のスイッチがどのレンジと連動しているのか分からないと。決して蔑みではなく、それが

教員の水準であるという言葉を聞いて愕然としました。南アの教育状況を改善するために

は、一つは建物の整備などのハード面、もう一つは教員の質を高めなければなりません。

最後にまとめとして二つほど考えたことを話してみます。東トランスバールの校長先生

の言葉ですが、子どもの自立を可能にする援助が必要であると。援助が止まったらそれで

終わりでは援助にはならないだろうと思います。政府のODAも似たようなことを言って

いますが、NGOとしてもこれは押えておかなければいけない視点かなと思いました。

二点目は現地のNGOや援助組織との連係の必要性です。やはり地域に根ざして、地域

にしっかり足をおろすためには、現地をきちんと把握したなかで我々が援助に取り組まな

いといけません。日本から毎年出掛けるわけにはいきませんので、そういう連係がこれか

ら必要かなと思いました。

私たちの会はまだ若い組織ですけれども、今回の訪問を機会にまた質的に高めた援助活

動を行っていきたいと思います。今後もよろしくお願い致します。

【司会】どうもありがとうございました。何かと質問があったらどうぞ。

【参加者】今のお話の中で、ガスレンジが使えない元先生の話が出てきました。非常に素

朴な疑問ですが、ガスレンジっていうのは使わなければいけないのでしょうか。南アはや

はり白人の文化を黒人もとりあえず同じレベルまでやって、それから黒人の文化を作らな

ければいけないのかな、と疑問に思いました。ガスレンジを使えることが先生を評価する

基準になるのでしょうか。それはちょっとどうかと思いました。

【菅野】私が話した視点はちょっとそれとは遣います。文化の問題ですから非常に難しく
て重要な問題を含んでいるのですけれども・・・。その白人の方はイギリス系で旧白人居住区

に住んでいるのですが、白人にしてはそうたいした家ではないねなんて同僚が言っていま

した。先生と言っても先ほど教員の地位が低いと言ったのですが、大学を出るということ

はないようです。中学校とかそのレベルの学校を出て、文字が書ければ先生になれるよう

です。

黒人の民族的な文化という視点から話したのではありません。文化の点から言えば、二

週間しか行ってないので詳しくは分かりませんが、彼らの生活様式というのはおそらく

ヨーロッパ式の生活様式だろうというのが私の印象でした。

すいません、ちょっと答えになってなくて…。

【司会】ありがとうございました。南アの先生方のことについては、私たちに情報がない

と思うので、もしよかったらマトムさんに聞いてみたいと思います。どうでしょう。

【マトム】教師になるためには次のような厳しい努力をしていかなければなりません。ま

ずマトリックス（高校卒業資格試験）にバスした人たちが教員姿成学校に行き、その後い

わゆる教育実習をやります。これをバスしてようやく教師の免状が渡されます。この場合

の免状は教科ごとの場合もありますが、′」、中学校を教える先生にはゼネラルな教員免許が
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渡されます。さらにより高度な教育の場としてディプロマという制度があって、これは大

学で受けることになります。それを受けて専門の教師になる道もあります。

以上がまず一般的な制度として整えられた道ですが、いくつかの地域ではそういうこと

が間に合わない状態になっていて、その地域でどうにか教育の場を作らなければいけない

場合があります。こういうところにはコミュニティごとの教育の場が設けられ、そこでは
マトリックスを終わった生徒を代用教員のような形で使うということになります。

【司会】どうもありがとうございました。それでは次に日本国際ボランティアセンター

（JVC）の高梨さん、お願いします。

【高梨】私たちJVCの活動についてですが、私たちは1980年から第三世界の人々と連帯

して協力していくことを目的に活動を始めました。今ではタイ、ベトナム、カンボジア、

ラオス、エチオピア、グァテマラ、南アフリカの各国で活動しています。

南アフリカについては去年（1992年）から活動を始めました。私自身が一年間現地に

入って、現地のグループの人たちと連絡を取りながら滞在しています。今は一時帰国中で

来月帰るのですが、滞在中に感じたことや実際の活動についてお話ししたいと思います。

南アフリカには350年間のアパルトヘイトによる侵略の歴史がありました。アパルトヘ

イトの中で奪われたもの、土地を奪われ分断されて差別され、虐待されてきて、その中で

失われたものを回復するのは生やさしいものではありません。もちろん、その失われたも

のを取り返していくという作業もきっとあるでしょうが、もっと新しいものを作っていか

なければいけないという苦難と努力の道になるのではないかと思います。毎日毎日多くの

犠牲者が出ているものすごく緊迫した中での大変な作業になると感じています。

私たちが彼らに援助や協力しようというとき、右手で相手を百発殴っておいてから左手

で助けてあげるよ、と言うのはとても居たたまれない思いがします。しかも、その痛めつ

けている側の私たちの中にも、例えば親が子を殺したり、子が親を殺したり、あるいは労

働者が電車に飛び込んだりというように苦しんでいる人がいるわけです。何か高いところ
から助けてあげようみたいな気がして、そこのところはちょっと幸い思いです。そこは

しっかり籍まえた上で考えていかなければいけないと思います。せめて私自身あるいは私

たちにできることを考えたとき、南アフリカでもものすごく厳しい状況に関わらずそれに

立ち上がっている人たちがいるという事実があります。それは、例えば、鳥居さんが支援

されている有機農業をやっているグループですとか、旧黒人居住区の中でお年寄りを集め

て裁縫のプロジェクトをやっている人たちですとか、あるいは農村に水道を引くような活

動をやっている人たちですとか、黒人と白人がお互いを訪ねあって交流し理解していこう

とか、そういうことでがんばっている人たちがいます。そういった人たちと出会い連帯し

ながら、日本の私たちにもいろいろな弊害や苦しみがあるのですから、お互いの経験なり

理想なりを分かち合いながら新しい社会をつくっていく共同作業をやっていくことしか自

分自身にできることはないと思っています。

活動の一つとして、トランスカイホームランドにある『イシナンバ地域開発センター』

というコミュニティで自立的なプロジェクトをやっているところについてご紹介したいと

思います。ホームランドは黒人を10の民族ごとに分断して辺境の地に追いやり、その中で

も強制移住をさせて土地を奪ったりしました。そういう非常に厳しいところで、その一つ

であるトランスカイの村人たちが自立的に立ち上がって支援しているイシナンバというグ

ループがあります。ここのリーダーがノクゾラ・マギラさんという女性です。彼女は1970
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年代にスティーヴ・ピコの黒人意識運動をいっしょにやっていました。黒人意識運動臥

アパルトヘイトの圧制が激しかった頃、黒人は白人より劣等であるとか駄目な奴等だとか

言われて差別されたり暴力をふるわれたりしていた中で、アフリカ人であること、黒人で

あることに誇りをもって自信を回復していこうとする運動でした。ピコ自身は1977年に刑

務所で拷問され殺されてしまい、トランスカイで活動していたノクゾラ・マギラさんのお

父さんも殺されてしまいました。彼らの志を継いで農村地域の自立に立ち上がり村人を励

ましていこうとしたのがノクゾラ・マギラさんです。

具体的には、例えば子どもたちの教育プログラムがあります。これは夏休みや冬休みに
センターに子どもたちを集めて、レンガ作りや裁凝、農業などの技術訓練をしたり、ゲス

トを呼んできて普段の学校教育ではできないことを自分たちで積極的にやっていこうとし

ています。

もう一つの活動として協同組合活動をやっています。男性たちは鉱山や工場へ出稼ぎに

行ってしまうため、ホームランドには主に女性が取り残されています。そういう状況の中

で彼女たちが生きてゆく力をつけていくため、例えば野菜作り、裁縫、養鶏、木工などの

技術指導をしています。それを身につけた人たちが自分の村に帰って小さなグループを作

り協同組合を運営していくという活動をしています。

また、そのトランスカイの女性たちにタイの農業トレーニングコースに参加してもら

い、タイで有機農法とか複合農法を学んでもらう機会を作ったこともあります。

リーダーのノクゾラ・マギラさんを日本に招博して、彼女たちの活動なり闘いなりを伝
えてもらい、私たちがどういう協力をしていけるのかいっしょに考えるということもやっ

てきました。

もうひとつ大きな活動として、スクォッタ一・キャンプという都市部のホームレスの人

たちのキャンプで保育園を作ったりトイレや水道の施設を作ったりしました。首都プレト

リアから15キロくらい離れた旧黒人居住区の陰りにできたキャンプです。

そういった協力をしていて思ったのが、活動資金を援助すると報告義務などがあって、
いついつまでに何を完成させなければいけないというようなことがあります。そういうと

きに、自分たちが考えるような計画ではなかなか進まないということが必ず出てきます。
コミュニケーションのギャップや思い違いが起きたりします。文化の違いや考え方の違い

があったりする中で、どうやっていっしょに長くやっていけるのか考えていかなければい

けないのではないかと思います。

それから、私が現地にいるとき、日本人の訪問者が随分釆ました。彼らは口々にいろい

ろ言って帰りました。例えば、教育を受けていない黒人に投票権を与えるのは反対だと

か、人権のことばかりガタガタ言って日本は南アの経済を全然考えていないとか。あるい

は、南アは治安が悪く危ないと言うけれど、私は全然そんな旨に合わなかった、大袈裟な

ことを言って・・・、と帰る人もいました。でも、そういうときに思うのは、私やあなたが怪

我したり刺されたりしても、それはそれで大した問題ではないというか…。例えば、新聞

を開いたりテレビをつければ、毎日のようにどこかで誰かが刺されたとか殺されたとかと

いうような記事が出ています。やはり現地の人に大きな犠牲が出ているという事実をしっ

かりと見て、あとは自分自身に何ができるかを考えていかなければいけないと思います。

（本記録は発言者による校正を経ていません。したがいまして、一切の責任は当編集部に

あります。）



nO　アンチ　アノヾルトヘイトここL一一スレク▼　　　　　　　　　19坦年と月1日発行　等三種郵便物認可

12月B目付け「回答依頻状」を拝見しました。

本社としても、「部族」という表現が論議を呼んでいることは承知しており、社内でも

その表現について議論が出ております。しかし、11月21日の記事については、そもそ

も「部族民J　という言葉をあえて使う必要のない内容であり、その点では鈴木智美氏のご

結楠の通りです。問題のある言葉を不用意に用いてしまったことについて反省すると同時

に、記者本人にも指摘しました。

では、クラン（氏族）を構成する単位である「トライブ」をどう表現するか。とくにア

フリカなどでは、多くの場合、住民の最大のアイデンティティーは自分の属するトライブ

に置かれており、政治対立が「部族」問抗争を利用して行われている例が多いのも事実で

す。その「トライブj　に当たるグループを、ネーシ這ンに相当する「民族」という言葉に

言い換えるのは間追いではないか。「00人」と呼び代えるのも、混乱を招くのではない

か。その言い換えをそのまま使うと、たとえば東アフリカのチヤガ族は、「タンザニア人

」であると同時に「チヤガ人」であることになり、新聞用語としては必ずしも的確ではあ

りません。

文化人類学でも、「トライブ」をどう統一的に日本語で表現するかで混乱しており、定

まった表記がない状態です。そのため本社としては、必要最小限の範調で慣用包勺にこの言

葉を使っておりますが、「トライブ」を表現するいい用語があれば、積極的に取り入れて

いくつもりです。この点では、皆様のご意見を今後とも承ってまいりたいと考えます。

鉄り、プチ

二一一＝…　㍉｛



馳生霊融1；芸二三ユニ芸呈

分断された国の共通基盤

詳細な世論調査の示すところによれば、南アフリカ人の間には大きな分断があ

るものの、また共通基盤もいくつかあることが分かった。

スティーヴン・亡トーファー記

全南アフリカ人対象に行われた政治意識を探る

詳細な調査の結果をみると、左翼右翼を問わず

450万人が新秩序に反対していることがわかる。

注目すべきは100万人以上の白人が白人だけの民

族壇家を信奉しており、そのためには武器をとる

覚悟でいることである。同時に330万人の黒人

が、現在のシステムを改革することはできないと

考え、新秩序形成のためにこれをいったん破棄す

ることを望んでいる。しかし、数の上ではそれよ

りはるかに多くの人々が変化を支持もしくは受け

入れようとしている。白人では約280万人、象人

の大部分が変化を望むグループに属する。

今年6月から9月の間に、サントンを中心とし

たインチグレーテッド・マーケテイング・リサー

チ（IMR）が行った調査では、世論は一見バラ

パラのようだが、105の質問に対する回答に表わ

れている態度、願望、価値軌こついて詳細こ分析

してみると多くの共通点があることが分かる、と

IMR所長のテディ・ラングシュミット氏は言

う。「表面的には意見が分かれているように見え

ても、実際にどう行動するかということになれ

ば、かなりの一致がみられます。」と彼は言うの

す∴

回答のなかにはかなりの混乱も見られる。例え

ば、資本主義、共産主義、社会主義、市場経済な

どの相対的なメリットについて、多くの人が資本

主義はアパルトヘイトを連想するとして才巨絶しな

がらも市脚型経済をよしとしている。国家統

制型経済と古い南アフリカを同じものと考える人

々は社会主義に賛成し、その理由として、その方

がより個人や経済の自由があるから、と答えてい

る。

この調査は「この国で行われたもので最も正確

な政治・社会調査」である、とラングシュミット

氏は言う。34ページに及ぶアンケートに回答を寄

せた26の団体・組織の中には、アフリカ民族会

議、国民党、民主党、保守党、インカタ、バンア

フリカニスト会議、アザニア人民会議、中′ト企業

開発公社、大学、大企業、南ア農業組合などが含

まれている．アフリカーナー抵抗運動はアンケー

トを見ながら回答を寄せなかった。

ラングシュミットによれば、「この期間中2200

人と面接した。他の調査と遠い、我々の調査対象

は多方面にわたり数も多いので、この国の複雑な

現実を十分反映している。例えば、約7D8万人が
“不法■居住区に住んでいるので、調査対象の17

％はそういう地域に住んでいる人にした。」と言

う。

この調査結果から南アフリカ人は大体8つのグ

ループに分けられる。

Eア14ページに続く



南アフリカでアパルトヘイトに反対

して27才‡二間も投獄されていたネルソ

ン　マンデラさんが4年ほど前に釈放

され、93年のノ」ベル平和賀を受貧し

ました。また、人礁差別の諸法律が廃

【仁されて、まるで「アパルトヘイトは

終わった」かのように日本では言われ

ています。しかし実際は、蒐儀な問題

が何も解決されていません。「アパルト

ヘイトの負の遺産」は残されたままな

のです。

とくに出入には、まだ投票の機会が

与えられていません。そのための話し

合いが続けられ、全人頑が参加する制

窟議会選挙を94年4月27日に実施す

ることが決まりました。しかし、これ

に反対する白人や黒人の勢力が存在

し、暴力で選挙を妨害しようとしています。93年7月に選挙の日程

が決まって以降、政治的な暴力事件によって黒人を中心に1500人以

lが殺され、反対勢力は「内戦も偉さない」と公ロしています。

私たちは、制憲議会選ノ祭の実施が南アフリカの民主化を大きく前

進させる、きわめて重要な山米車であると認識し、何とか応接でき

ないものかと考えました。そして、南アフリカのマスコミに罠、見広告

を山す方法で応接することにしました。私たちは意見広告を通して、

以卜のことを日本から伝えます。

①政治的な暴力事件が中止されるよう求めます。

②選挙の手続きのみならず、各政党による選挙活動が公正に行わ

れることを求めます。

③自由と公正が支配する民主的な社会を築こうとする人々と連帯

する私たちの立場を表明します。

■意見広告の方法●

制患諌会選挙終了まで、集

カの新聞等に意見広告を山！

筈で1垣Ⅰで約50万円です。f

Lます。

■意見広告賛同カンパ額■

個人：10　1千円

何「†でも大歓迎です。送金Ⅰ

■南アフリカ情報の提供■

94年1月からダイヤルQtを′

お伝えする予定です。この〔

として使用させていただきヨ

いてはニュースレター他で顔

南アフリカの民主化を

【∃

／庵／旬／奄／信／旬

／句／働

大島隆幸（アハルトヘイトを考える市民の会

ヘイト委員会）、尾田英了（アフリカNGO地

門はクレヨンハウス丁字）、」岱俣誼（明附7

を支える会）、トーマス　カンサ（ヒランカ

（NCC細部アフリカ連帯委員会）、熊瀬任7

7教授）、古窯信介（同原開発協力市罠の

品（JVC関西）、鴨　芙OVC関西）、卜昂を

了（歌丁）、鈴木美恋丁（反差別凶際遵郵

喝イ言夫（H■Jカトリック正義と半和協議会糾±

仲山直子（日本阿際ボランティアセンター

私たちのキャンペーンの趣旨をご理解いただき、一人でも多くの方　　　ヘイト神戸の会）、朴隈了（弁護士）、上

が参加してくださいますよう心からお願いいたします。

南アフリカの民主化を応援する意見広告キャンペーン

福島康点（アパルトヘイトを考える会（卜隈

子（大阪YMCAスタノブ）、肌踪料tj（日本

阪YMCAスタッフ）、GCムアンギ（四巨l与

「耶禁運動卜村山塩悪（日本基督教団阿倍

Ix「丁［義と平和」協議会）、i凱Il恭（耕文†

代表者　木川田　一　郎相木畢公会座主孜）　と皿首夫（中郡大学数農工スコットロツ
（反アパルトヘイトl封四迷柊会）、和Hみ（



吏ったカンパ召削こ応じて南アブリ

続けます。賀ノ日は、新聞の仝向広

滅内容葦はニュースレターで報告

召体1U l方円

は郵便振替をご利用ください。

川】して棍新の庸アプリか情報を
’利用料金は臣、見広告賛同カンパ

す。電諾番号、利用料金等につ

1らせします。

古援する意見広告キャンペーン

務刷大阪市港区弁天ト2＿2＿800

YMCAヴェクセル気付

LO6【577－1455FAXO6－577－1457

刷〟
旬八／

93年12月13日現在く五h釘か

名古屋）、入野かはり（4L硯反アハルト

と体）、落合な71作豪　7どもの木のせ

人草叔茂上」吼阻和子（南ア男人の政市

ンブタンド日本協会）、君島洋二郎

京都箱華大学教授）、植原影（国学院大

〉後塵ス樹（広U77リ丸満座Ll風紀

（こむらどアフリカ委月会）、新谷のり

勝野事後（溺木女丁大学助教授）、祁

版）、IH巾婆托（アプリがl減資月余）、

VC）、十井川†】＝組子（ごめんだアパルト

光脚（日本型公会聖ルシャ教会牧師〉、

、符損斉（アマンドラ京都の仝）、紬頂

リスト厳格議会患蹄■」1）、相成恒競（人

大学助孜援）、武署小路公秀（反差別

牧会牧鋸）、山本保（カトリック大阪敢

ジ1リーヨコタ村上（大阪人ヴ教則、

マン掴牒開発旭ノ」「ト民の会）、和m義

l（反アハルトヘイト閲西辿緒仝）
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で混乱し恐れを抱いている。彼らの最大の不安

は、新しいエリート層によって再び二級市民の地

位に肢められるのではないか、ということだ。

●同じく130万人を占めるのが極右であるが、そ

の88，‘が教会へ通う人々なので調査者は「敬虔な

右派」と名付けた。白人の自決権を熱烈に支持

し、政治的権利と基本的人権を求める黒人の闘い

は未だに共産主糾ったものでネルソン・マ

ンデラは「反キリスト」だと信じている。白人の

自決権を守るために武器をも取る覚悟があり、Ⅶ

％が極右の軍事クーデターを支持Ln＼る。

●100万人の白人は変化が必要と考え、それに従

う用意のある「追随派」だが、しぶしぶであり変

化を推進する熱心さには欠けている。

●さらに白人の100万人は「現状維持派」と分類

される。旧い南アフリカ共和国に憧れアパルトヘ

イトの存続を望むが、さりとて現在の変化に反対

するほどでもなしヽ

●最も少数で、そして多分殻も数多くの民族から

なるこのグループは「古典的リベラル」と呼ばれ

るもので、約80万人いる。左右両極を嫌い武器を

取ることも良しとはせず、経済の現実をよく‡巴握

している。

掴　アンチ　アパルトヘイト　ここ1－－スレター

●770万人の成人から成る最大のグループは「マ

ッチ箱精神構造」を持つ人々とこの調査が名付け

た人々である。タウンシップの、「掛こマッチ袴

にたとえられる住宅に住み、ほとんど教育を受け

ていないためきわめて単純かつ狭い世界観をも

つ。経済の複雑さの影響もあまり受けていない。

●ラングシュミットが南アの薄明地帯と呼ぶ「田

舎」に住む成人660万人∴経済の現実に対する理

解のまったくない、前近代的な社会である。国有

化を望む声が多いのは助けを求めているものと解

釈できる。

●330万人の成人から成る「革命家」は、アフリ

カ人総人口の約20，‘を占め、カラード、アジア人

の中にもちらほらみられる白この人々は、南アの

誠いはまだ続いており現在のシステムは腐敗して

いると考えている。旧システムが根底的にくつが

えされて其の変化が到来することを望んでい

る。

●「フェンス際の人々」と調査者が名付けた130

万人。このうち80％はカラードである。中道から

やや左派よりのこのグループは、アフリカ人から

黒人として受け入れられるのか、それとも、アフ

リカーンス語を共通語とするために白人からアフ

リカーナーとして壬扱われるのかはっきりしないの

暴力が最大の懸念　ステイ←ヴン．。づアー記

暴力、不穏、殺人が南アフリカ最大の閉幕だと

南アフリカ人の大半は考え、失業、アパルトヘイ

ト、ホームレスがそれに続いている。

IMRの詭圭によると、全回答のうち33．4％が

最も重要な問題は暴力であるとしている。失業を

トップに挙げた人は20．4％、同じくアバルトへイ

卜　63％、住宅不足36％であった。

質問が個人的な問題となると当然答えも変わ

り、暴力が個人的に最大の問題だとする人は僅か

17％となり、経済的固難（24＿4％）、失禁（22

8％）を大きく下回る。だが∴実際には176％が

身の回りで不穏や争いを体験している。なかでも
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●なんと12．3％の人が日常的に徒歩で移動してい

るが、大部分の人は移動の手段として公共交通機

関を挙げている。交通機関の中身はミニバスやタ

クシーが594％、バスが15．4％、扶選が56％。

●南アフリカ国民としてのアイデンティティの確

立が要匿しいことは、443％しか自らを南アフリカ

人としてとらえていないことからも分かる。23％

がアフリカ人と呼ばれるのを、134％が黒人・白

人・カラード・インド人とされるのを、17％がア

フリカーナー・ズールー・コサなどと区別される

のを好んでいる。おもしろいことに自らをアフリ

カ人と呼ぶのは白人（5乃6）の方がカラード

（40％）やアジア人（1．3％）より多い。

●「ウイークリー〃ル8万－デイアン」紙は、この調査で人々から

強く信頼されていることが分かった。購読紙およ

び最も信頼している新聞名を挙げる設問で、22万

2千人の回答者である南アフリカ人が本誌を国内

で最も信頼できる新闇だとしている。これは全人

口の09％にあたる。白人では08，6、アフリカ

人では0．9％、カラード0．7％、アジア人では

24％となっている。

最も多いのはアフリカ人（21％）、次いで白人

（10％）カラード（73％）アジア人（6．6％）

の順である。7．1％の人が暴力のため家族を亡く

している。内訳はアフリカ人9．4％、白人1．0

％、カラード11％、アジア人20％である。

新しい政府に期待することはやはり失業対策が

最優先事項となる。63．1％（白人では57％）が政

府は雇用創出を第一の謀窯とすべきだとしてい

る。特にカラードでそう考える人が多く、776％

もいる。カラードの6t）％が現在失業中と答えてお

り、これはアフリカ人の586％よりやや高い。

犯罪についても注眉すべきである。回答者のう

ち12＿5，‘の人がここ数年の間に強盗や盗難に遭っ

ている。このうち白人の21＿3％が最も高いが、ア

フリカ人でも107％にのぼる。レイプや性的虐待

はアフリカ人社会で実に頻繁に起きる問題である

（1％）が、アジア人には問題とされていない

（0％）。

●111％の人が南アを離れることを考えている

が、これは白人に限ったことではない。白人では

12．3％、アフリカ人113％、カラード6＿9％、ア

ジア人10．8％である。

マンデラがトップ

南アフリカの成人の半数以上－そしてアフリカ

人の71，6一が次期の大統領にネルソン・マンデラ

が就任することを望んでいる。しかし、意外なこ

とにカラードの454％、インド人の37．1％はマン

デラよりデクラークの方がよいと思っている。デ

クラークを支持するのは合計で128％、以下、イ

ンカタのプチレジ（7．9％）、保守党のノ＼ルツユ

ンベルグ（2．粥も）と続く。

白人のプテレジ支持者の割合はアフリカ人とだ

いたい同じで、白人が86％、アフリカ人が88

％である。

支持政党をみても似たような傾向にある。

ANCは選挙において578％の支持率を期待でき

るだろう（アフリカ人では75％）。匡民党は12．8

％、インカタは　7896、民主党（2．4％）は

PAC（2＿2％）とほぼ扇を並べている。ここで

もまた国民党はカラードとアジア人から強く支持

されている。カラードでは鵬＿2％、アジア人では

40．5％である。また、インカタは白人の間で6．3

％と比較的強い支持を得ている。白人の圧倒的支

持を受けているのは国民党であるが（40＿2％）、

不思議なことに白人のなかにはPAC支持者もい

る（0．5％）。

アサニア人民機構（AZAPO）は選挙ボイ

コットに慎重な態度をとってきたが、この調査で

は0＿6％の支持率を示し、これは南ア共産党と同

率である。

（弘中敦子　訳）
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南アフ　リ　カ　1993年1月～12月

1993年1月南ア教育省は26日、教育の分野で続いていた人種別学校制度の廃止を勧告

する報告書を発表した。
2月20［］デクラーク大統領は二人のカラード国会議員と一人のインド人蜜全議

員を閣僚に任命すると同時に若手改革派の登用による内閣改造を発表
3月8日ナタール州でバスが武装集団に謬われ4人が死亡。同州では2日、5日にも

萎宰撃事件。一週間で20人が死ぬ。ANCのマンバーが誤って殺害したケースも。
3月24日デクラーク大統領は89年末までに核爆弾6個を製造していたと発蓑。

すでに解体と明言
4月1日南ア複数政党会議、‘民主南ア会議’が決裂して以来11ケ月ぶりで再開。

26政党・団体が参加。

4月5日10人ANCの支持者殺される（ダーバン）

4月10EI南ア共産党書記長、入ⅣC幹部クリスり、こ殺される（75年からA¶Cの全国

執行委員。82年から92年までウムコントの最高責任者。91年から覚書記長。）

犯人はポーランド移民の白人ジャヌズ・パルス（40）、ネオナチA耶とも関係。
「保守党」最高幹部クライブ・ダヒりレイス元国会議員が指令。

4月14日抗譲デモで数百万がデモ。16日葬儀、8万人が参加。白人の国外移住増加
23日マンデラ、ハ二殺害を桟にセポケンで起きた19人猥書事件の現場を視

察。「個別暴力ではなく組織へ結集を日と訴える。
23日　アンドリース・トレこェヒト保守党創設者（72才）死亡。

24日　オリバー・タンボ価C前議長死亡（75才）。

24日南ア共産党書記長にデーリー・デスパッチ紙の元記者チャールズ・ヌカ

クラ民選出される。氏はⅥ）Fデスパッチの後に参加。
5月2日　イーストロンドンのハーで5人の白人客撃たれて死ぬ。PACが犯人か9

6日5000人の右異黒人支配に反対してデモ（ヨハネス郊外のポッチェフスト

ローム）

11日スロボらの暗殺計画発覚。
14日　ガス爆発で少なくとも45人死ぬ。セクンダのミッデルバルト炭鉱（ヨハ

ネスから南東に100キロ）

25日PAC幹部強制捜査、逮捕に抗議して新制憲交渉会議から降りると発表。

6月1日JⅧCは「黒人を含む初の選挙で選ばれた議会が新憲法を制定すへき」とい

う従来の主張を転換し、「現在進行中の制慧交渉の場で暫定暦法を起
草する」という譲歩を提示。デクラーク頸同表明。

6月2日　マンデラ夫人轟帥」（5年の執行猶予つき2年の判決）

7［］来年4月までに制審議会選挙を実施することに24団体が合意。（シスカイ

政府と“保守党”が反対。）
10日「大統領評議会」を廃止。
15日保守党、クワズールー無人ホームランド政府、インカタ、シスカイ、ボプ

タツワナ・ホームランド政府、アフリカーナー人民同盟なと6団体が複

数枚覚会議から脱会。インカタは地方自治を認める連邦制に固執。
22日PACは「慧法制定議会選挙が終了するまで武力闘争終結には応じない」

と言明。
23日マンデラ；プテレジ会談二年ぶりにに開かれる。ツツ大主教のブローモ

ート。暴力停止は一応合意したものお、来春の制憲議会選挙の期日問題

では不一致。

25日数百人の武装白人超右冥勢力がジョハネス／ヾ－グの複数政党会議の議

場を占拠。1000人が会場の外に。ネオーナチの「アフリカーナー抵抗運動

」を中核にした「アフリカーナー・人民戦線」傘下のグループ。リーダ）
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は引退したコンスタンド・フイユーン前陸軍元帥、「アフリカーナー抵

抗運動」（A－B）のユージーヌ・テールプランシュ。ブイユーン前元帥には

治安警案の内外に多数の支持者が存在する。警官はただ見守るだけ。
2柑ネオナチの「アフリカーナー抵抗運動」はアフリカーナー・ホームラン

ドの設立を要求して戦闘の準備をしていると声明。
7月2日複数政党会議は、制慧議会選挙の日程を正式に決定→1994年4月27日に。

全人種参加の「暫定執行評議会」が現政府と協力して、それまで統治。
反対はインカタ自由党、二つの白人右奥孜覚、シスカイ、クワズールー、
ボプタツワナ政府など。インカタ自由党は強力な地方分権に基づく連

邦制を主張。白人右畢保守党は「独立白人ホームランド」を主張。
3［］デクラークとマンデラ、米国でクリントン大統領と会見。経済制裁全面

解除を栗鼠二人は今年度の「自由のメダル」受賞者に選ばれた。
4日旧ユ」ゴから南アに移民急増と「毎日」が報瓦ユーゴから南アに移民

し、居住許可証を得た人数は昨年422人（5年前は16人）。南ア国内には一

万人のユーゴ移民がおり、そのうち約6000人がセルビア出身だという。
5日ジョバーグ近郊のカトレホンとトコザの旧窯人居住区で「果人同士」の

銃撃戦で20人が死亡。2日の制悪議会選挙日程の決定以来両地区では44

人の死乱このほかナタール州では21人の死者が出ており、合計65人の

犠牲者になる。
柑7月2～5日の5［間で少なくとも120人が殺された。（トコザとカトレホ

ンだけで少なくとも73人の犠牲者）

9日東都ナタール州の旧黒人居住区で、朝通勤バスを待っていた10人が武

装集団に殺気同旧早朝ジョパーグ近郊の旧黒人居住区でも通勤電車
を待っていた3人が殺された。2日以降の武装集団の襲撃による死者は
すでに150人を超えた。この3年間で10000人の死者たち。

12日ジョハネスハーグ郊外の旧黒人居住区で無差別銃撃。9人死亡、16人負

傷。
17日南アフリカ保守党（白人右派）は、制憲会議から脱退を発嵐アフリカ

」ナ‾の自決権を認めるまでは制慧会議に参加しないというもの。

18日インカタ自由党は全国大会を開いて、政府が黒人勢力間の武力抗争を

鎮静化させるための十分な措透を取るよう求めて制慧交渉から離脱
を決めた。

7月中旬、白人右派（保守党からネオ・ナチまで）と黒人右派（IFP＝インカタ

自由党とシスカイ、ボプタツワナ、クワ・ズールーなどの無人ホームラン
ド政府）は「自由同盟」（FA）を結成。

25［］ケ】プタウン郊外の白人居住区ケニルワースの教会に覆面をした5人
の黒人武装集団がAE－47と手投げ弾で襲乳10人の白人が死亡、50人が

負傷した0進行中の制憲会議でアパルトヘイト後の憲法草案が発表さ
れる直前であった。

絹2日ジョバーグ周辺の黒人居住区テンヒサ、トコザ等で7月3相から8月2
日にかけて暴力抗争事件が続発し95人の黒人が死んだ。ツツ大主教は「
国際勢力による平和維持活動導入を訴えた。

引∃二ジョハーグ周辺のカトレホンでの葬儀最中に群衆と警官隊が衝突し、

黒人3人が射殺された。5日、マンデラ皿C議長は多数の果人の死に関し
て白人政権は窯人の命をハエと同じにしか考えていない」と非私

12日AⅣCの青年組織のリーダー、ビーター・モコハ「掛まデクラークに向け

よ」と演説。珊Cは13日モコハの演説を批判。

16日複数政党会議はナミビア内の港湾ウオルビスベイをナミビアに返還

することを決瓦同会議が決定したはじめての外交政私
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22日　ジョバーグ近郊のジャミストンの金属工場の集会中にライフルが乱

射され、すくなくとの10人が殺され21人が負傷。
23［］ANCは、かつてアンゴラとタンザニアにあったANCキャンプで少なくと

も22人が殺されたと（15人はⅧCの射撃部隊による処刑）と発表。
25日アメリカのフルブライト奨学生で西ケープ大学で研究を続けていた

白人女性アミー・ビエル（26才）がケープタウン近郊の黒人居住区ググ
レツで黒人青年に撲殺された。逮捕された17才と1g才の若者はPACのメ
ンバー。彼女はANCや彼女の黒人の友人たちは抗議デモ。

18月中旬、25人のANC「民族の槍」幹部がANCのダーハン事務所を占拠し「我
々は雇用されたい。新軍隊に組み入れよ。暫定執行評議会が我々の要求

を受け入れるのかどうか疑問がある」と言明。4人の代表がジョパーグに

飛んでマンデラ議長と会見。
9月2日南ア各地で「平和の日」デモ。政府、ANCJFPなどがそろって呼びかけ

6日　ジョバーグ近郊の黒人居住区トコザで起こった暴力抗争事件で少な

くとも10人の黒人が死亡。2日の「平和の日」以来すでに70人以上が死ぬ

7日制憲会議（複数政党会議）は来春4月27日の制志議会選挙実施まで現在
の白人政権を監視し、選挙実施を促進する「暫定執行評議会」（TEC）の設

立で合意をみた。来春の選挙で選ばれた議会が96年までに悪法を最終
決定するといもの。7月中旬以来インカタ（連邦制に崖執）と白人保守党
（白人ホームランド独立を主張）は制憲会議を脱会中。
lマンデラ皿C議長は国際社会に「対南ア経済制裁の全面解除」を要請。

l南アの民間人権委員会は7月と8月に1159人が政治的暴力事件で犠牲
になったと発表。

8～9日　ジョバーグ周辺の黒人居住区カトレホン、ワディビル等で襲撃事件

が起こり25人が殺された。犯人はいずれも逮捕されていない。

カトレホンとトコザだけで7月2日（制慧議会選挙の日程が決定した日）

以来1200人が殺されている。
11日マンデラ議長はネオ・ナチ白人極右の「アフリカーナー抵抗運動」と会

見。
14日マンデラ議長はケープタウンのカラードに向かって「人種差別は犯罪

」と演説。「アフリカーンスを今後解放の言語にしたい」とも語った。
20日デクラーク政権誕生四周年。

21日　ジョーバーグ周辺のタウンシップ3ヶ所で無差別銃撃31人死亡。

23日人種別三院議会は圧倒的多数で「暫定執行評議会」（TEC）設置法案を可

決。頂Cは11月までに設置され、黒人代表が初めて国政参加。今後、複数
政党会議が4月の選挙を可能にする暫定葱法草案を作成。11月の臨時国
会で暫定憲法を成立させる。
まも、TECは、1防衛、2法・秩序、3．機密、4地方政府、5外交、6．女性の

権利の各委員会に別れ、4月27日の剃憲議会選挙に向け白人政権を監視
し、選挙の準備をする。

24日マンデラ議長国連で「対南ア経済制裁全廃」を訴える。

同月英連邦、アメリカ及びオーストラリア両国政府は制裁解除を発
表。川F、中国も経済支援を発表。
また、マンデラ議長は皿Cと右派の白人政覚個体と「白人自治区－ホー

ムランド」の設置の可能性をも含む秘密交渉を行っていることを明ら

かにした。

10月9日国連総会は62年以来の南アに対する経済制裁を、31年ぶりで解除する

決議採択。しかしマンデラ議長の要請により兵器や核関連物資は除外。
また石油と石油製品の輸出禁止は「暫定執行評議会成立」後に。
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11日デクラーク大統領は国民党集会で、「交渉が進展しない場合黒人をも
含む国民投票が最善の葦」と発言。白人右派、インカタ、ANCさえ反対。

13日白人右翼グループがトランスヴァール山中に軍事基地をつくってい

ることが発覚。内戦の場合数千人が立てこもれるという。
14日クリスり、ニ南ア共産党書記長殺害で白人二人に有罪判決

15日　マンデラ議長とデクラーク大統領ノーベル平和賞に決定

11月2日複数政党会議の新憲法制定交渉は来年4月の制審議会選挙以降「国民
統一政府」を樹立し、大統領一人と副大統領二人をおくことに合意。

5t］政府とPACは暴力事件を終わらせることで意見の一致を見る

7日蛸Cのヨハネス、プレトリアを含む地域の執行委員会選挙でマンデラ

夫人が選ばれた。マンデラ夫人の政界復帰
17～18］複数政党会議は暫定憲法草案を採択。来週からの白人主体の臨時国会

で承認される。また来月から窯人代表も加わる政府の監視機関「暫定
執行評議会」が発足。会議をボイコットしている白人保守はとインカ

タ自由党などの「自由同盟」とは根気よく話し合って行く方針。

（暫定憲法骨子〉1来年4月27日の制憲議会選挙で過半数を得た覚から大
統領、20％獲得晃また第二党から副大統領を。副大統領には拒否権なし
閣僚27人は5％以上の得票党から大統領が副大統領と相談して任命。
2暫定政府は五年間、得票率が5％に透した政党で「国民統一政府」を作

る。二年以内に憲法を起草。3．軍隊は現政府軍とANCの「民族の槍」は

対等統合。4．地方分権問題は、全国を九州に分け比例代表制で衆議会

議院を選出。地方自治を認めた緩やかな連邦制。5、土地を奪われた黒
人たちの返還や補償をこ求める権利の承認。
18日午前零時全体会議で承認（21団体中19団体が承認）。

19日　デクラーク大統領は右派「自由同盟」（6団体）と交渉復帰問題折衝した
が失敗。（黒人右派より白人右派が柔軟、とマンデラ語る）

22［】人種別三院制国会が開幕し「暫定憲法」を採択

インドと南アフリカが39年ぶりに外交関係の復交（1954年以来）

23日クリントン米大統領は対南ア経済制裁を解除。新班投資詞査団を派適
25日808人の白人対象のアンケート。28％がアフリカーナー・ホームランド

に好意的。1朗がそこに移りたいと回答。22％が白人ホームランドは選

挙後生まれるだろうと回答。（lARE川0Ii調査）

12月02日南アの実業界トップ100人へのアンケート調査。初代大統領にマンデ

ラが68l、デクラークは32％の支持率。プテレジは0％。

07日暫定執行評議会（TEC）今日発足。法・秩序、国防、情報、外交、財政、地方

政府、女性の地位の七つの下部評議会を設ける。政府は関連する政策
決定で各下郡評議会の承認を必要とする。各評議会は三分の二または
八割以上の反対で政府決定を覆すことが可能。

09日TECは暫察隊をナタールに派遇することを決定（プテレジのクワズー
ル⊥警察は住民を守らず）。またTECは、無人大衆からの批判の多い国

内治安部隊（ISU）を検討・吟味するために代表団を指名した。
13日　ジョバーク郊外で迷彩服を着た白人武装集団が黒人の幸を襲い11才

の男児ら二人を惨殺、五人に重症を負わせた。
14［］TECは選挙管理運営委員長にヨハン・クリークラー最高裁判事、事務局

長に黒人女性のレノシ・モカテさんを決定。
10～16日　プテレジ苦境に立つ。aクワズールーの公務見（警察・刑務所市民

権労組）は選挙参加を検討。t）ズールー王グッドウェル・ズウェリゼ二は
自由同盟が交渉過程から手を引いたことを批判。Cインカタ自由覚の
代議士や指導者たちは選挙に参加を要望。d＿首都圏での世論調査でプ
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テレジへの支持は21％から1▼8％に落ちた。インカタ自由党への支持は

南ア共産党と同じ2％であった。dゴールドストン委員会はプテレジが
最高責任者であるクワズールー警察の住民襲撃活動を立証。（ウィク
リ一・メール紙10～16日付け）

15日人種別三院制議会は黒人ホームランド住民（一千万）に市民権付与を
決定。

20日膿Cと白人右派連合のAVF（アフリカーナー人民戦線）は共同声明を出

し「民主的で人種差別のない国家を支持する」という原則で合意。共同
声明によるとアフリカーナーが自分たちの「民族国家」を確保すると
いう自決権を求めているという問題に対処することでも一致した。A†

Fの離脱でFA（自由同盟）は崩壊か（朝日・12／21）。

◆ガリm事務総長は南ア議会選挙監視に日本からの参加を期待と発言
21日　白人右派AVFはANCとの合‾賢を撤回。政府、A∬C，自由同盟は一月二四日

までに最終合意を出したいと発表。

自由同盟は「暫定憲法下での強固な地方分権保障」、「自治権をもつ民
族国家設立」なとの要求を掲げて来た白人、果人の保守は五団体で結
成したもの。

22日南ア暫定憲法が成立（白人主体の臨時国会で）。発効は制忘議会選挙が
行われる94年4月27日。

Lllanga
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「生きててレヽレヽよo　」　とレ→う声カミする0

そんな声、あなたは、どこかで聞いたことありますかつ

これは長いこと、南アフリカのアパルトヘイト（人種隔離政策）問題に日本人の立場か

らかかわり掛ナている楠原彰さんという人の講演の中で述べられた言葉です（反アパルト

ヘイトニュースレター93、10月号掲載）。この人は、国学院大学の教育学の先生で

す。僕は「先生」などという肩書きを持つ人間に限ってロクなのはいないと常々思ってい

たのですが、この人は遠いました。アフリカやアジアの大地を自分の足で歩く中で培われ

た氏の発する言葉はホコホコと暖かく、さわやかで自分の体が拝みほぐされていくようで

す。今日という日を無理なく生きていこう、そんな思いにさせる素囁らしさに満ちていま

すDそうした氏の発言をぜひ、みなさんにも紹介したいとベンを執った次第です。

氏は次のように述べています。アフリカやイントタイなどの第三世界から、3つのこ

とを教えられたと。

1つは、「今は明日の途中ではない」ということ．『今が豊かでなかったら、明日が豊

かなはずがありません。今の幸せのために明日があると。ところが、僕たちが暮らしてい

る日本では、今を犠牲にしてまでも明日を生きろと教えられてきました。特に、学校の教

師や親は、今こんなことをしていていいのかと、そんなことばかり言うわけです。子ども

は大人への途中ではありません。学生は就職するための途中ではないし、結婚するための

途中でもありません。今を生きなければ明日はありません。アジアやアフリカの人達は今

を楽しく生きる達人ですね。』と。これは49回例会で紹介された、森田正馬さんの三原

則の1つ『現在を大切に生きる』にかさなるものです。

2つ目は「君は君のままでいい」ということ。氏は言います。『これは劣等感の中で、

350年間も白人支配を受けてきたアフリカの黒人たちが、ふと発見した哲学です。人間

になることは白人に近づくことじゃない、人間として生きることは誰かのまねをすること

じゃないんだD君は髪が縮れていようが、手足が長かろうが短かろうが、在日韓国人の子

どもであろうがあるまいが、君は君のままでいい。このことは僕自身を楽にしてくれる力

になりました。無理することはない、別の何かを装うことはない。』

3つ目は、冒頭に掲げた「生きてていいんだよ」という声です。アフリカやアジアを歩

いていると、土や空気や木や水牛からも、いろんなところから「生きてていいんだよ」と

いう声が聞こえてくる、と言うのです。『貧困、飢え、悲しみにかかわらず、生を育む、

生きてていいと、生きるんだ、と言う声があっちこっちから聞こえてくる』と言うので

す。

何て素晴らしい、素敵な3つの言葉でしょう。氏は『この3つがあれば人間はだいたい

生きて行ける』と述べていますが、僕も本当にそう思います。
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しかるに、この国のどこから「生きてていいよ」という声が聞こえてくるのでしょう。
’’先進国’’に象徴される近代化とは、むき出しの暴力を排除し、秩序の国家システムを

完成してきた過程です。しかし、そこでは暴力は、深く内向して見えないだけです。

氏はこう述べています。『タイや南アの若者には暴力が目の前に見えます。だから健康

な怒りをその暴力の根源に対して向けている。ところが、我々には暴力が見えません。偏

差値という暴力　　。なぜみんな同じことをしなければならないのか。なぜ大字や高校

へみんなと同じようにいかなければならないのか。暴力の根強が見えない。だから、若者

たちはその暴力が自分の内面に向かっていくのですbそして、自分を痛めつけていく。自

分の殻に寵もっていくのです。そして、他者や世界を恐れるようになります。我々の世

界、ひとりばっちの世界では、豊かさと便利さの代償に、『生きてていいよ』と言う声が

聞こえてきません』。

さらに氏はこう続けます。『せいぜい甲子園に行けた少数の子どもたちがどこへ行って

も生きてていいよって言われるくらいです。甲子園おめでとう、何とか高校おめでとう、

東京大学おめでとうとか言われます。しかし、大多数の人を愛する能力を持った子ども、

動物を愛する能力を持った子ども、人と人を繋ぐ能力を持った子どもたちは、誰からも生

きてていいよと言われません。もうちょっと勉強したらって言われるのが落ちです。』

ここで僕は、3年前に37才でこの世を去った学生時代の友人Yを思い出します。自殺

でした。大学卒業後、彼は回り道をしながら、生きるなりわいを家電販売の仕事に求めま

した。やがて彼は、大きな営業所の所長を任されるようになります。しかし、彼はここで

悩んだのです。というより、彼の心はすでに病んでいたのです。規場から離れ、管理され

る価から管理する側へ。「もう僕にはできない」と。連日のように遅くまで続く会議。

「売ってなんば」の競争社会。それが、彼の繊細で豊かな感性を切り刻んでいったことは

想像に難くありません。自己と社会との関わりに目を向けたが故に、当然のごとく学生運

動に関わり、共に歩いた仲間でした。その彼がなぜ、そこまでl　なぜはずれることがで

きなかった。オレくらいのいい加減さがあれば‥・。生真面目さ、責任感の強さ故に深

まる自己喪失感。このバカヤロウ！辛かったろうな。

死んじゃイカンのです。死んだちなんにもならない。生きなきゃタメだ。何があって

も。彼の死からそれを強く思います。彼もまた、「生きてていいよ」という声をどこから

も聞くことができなかったのです。この「生きてていいよ」という声は、子どもだけでな

く、実は私たち、大人にこそ贈られるべき言葉なのではないでしょうか。「今を生きる」

のではなく、明日のことだけを考えて、ただただつつ走っている大人たちにこそ。

ひるがえって、「生きる」ってあなたにとってなんですかつ　僕は、それを「ぞくぞく

するような体験」に求めます。「感動」という言葉に置き換えてもいいです。この「感

動」を一生のうちに、いくつ味わうことができるでしょう。それがとても楽しみだし、そ
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れこそが、「生きている」っていうことだと僕は患っています。

横にとっては、たとえば音楽と山登りとの出会いがそれです。中学生の時でした。ブラ

スバンド郡に身を置いていた僕は、ある日、高校のお兄さんたちの演奏会を聞きに行った

のです。彼らの演奏を聞くうちに、寒くもないのに、体がガタガタ震え出したのです。止

めようとしても止まらないのです。不思議な体験でした。今思えば、彼らの奏でる音楽と

僕のからだが共鳴し合っていたのだろうと思うのです。その時、僕はたしかに音楽という

ものと出会ったのです。

初めての山登りは、18才の春でした。友人と2人、小雨のバラつく中、大井川中流の

1000m程の山を目指しました。ぽくらを包み込む乳白色の霧におののき、そして、雨

後の稜根では、切れゆく雲間に幾重にも重なる深い青い山並みを見ました。何という神々

しさd僕は、ただただその光景に見入っていました。僕と山との出会いでした。そして、

今でも続く山登りは、感動の旅を希求してやまない僕の心の軌跡です。

あなたはどんな感動を持っていますか？「子どもを認める」と口では言いつつ、つい

「先を見つめている」自分がいませんか？「子どもを認めなければいけない」ではダメ

です。そんなに構えないで、力を抜いて、まず、あなた自身を見つめ、認めるところから

始めたらどうでしょう0まず、あなたが今を生き、その中で「感動する」ということの素

晴らしさを見つけるのです。あなた自身が「生きてていいよ」という声を、そこでたしか

に聞いてみるのです。すべてはそこから始まるのだと僕は思っています。

今・僕たちに必要なのは、そんな「生きてていいよ」という声が聞こえてくる場、感動

を共に分かち合い、共感し合えるそんな場所を1つでも多く生み出していくことだと思い

ます。例えば、水窪の白倉自然塾や北海道ひまわり文庫子ども村は、きっとそんな場なの

だと思います。

長くなりましたが、最後に僕はもう1度、すべての子ども嵐全てのみなさんに桶原氏

の言葉を借りて贈ります。

「生きてていいんだよ。君は君のままで」

服　部　　　隆　㊥

1993・12・17

服部隆さんが『登校拒否を考える会・静岡、通信32号』に執筆した上記の文章を、 

会の承諾を得て掲載させていただきました。桶原彰さんの素晴らしい講演が思いもよ 

らぬところで紹介され・考えや思いを深める契機になっているようです。　（Tom） 
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『南アフリカに手紙を出す会』から

休止状態だった「南アフリカに手紙を出す会」は、この度、メンバー個々人の諸事情に

より、会の活動を終らせることになりました。

南アフリカでは未だに大勢の人たちが殺され、私たちが望むような方向にはなかなか進

もうとしていません。そんな南アフリカの問題に対して、私たちは、これからは個人とし

て関わっていくつもりです。

“死刑囚にハガキを”キャンペーンに協力頂いてありがとうございました0

南アフリカの人たちと文通を続けている方たちに、これからも長く文通が続きますよう

に。いつか、彼らと会えるといいですね。

そして、私たちの会に資金カンパしてくださった方たち、ありがとうございました0

私たちの会のお金として、資金カンパとミーティング会費とで合わせて45、00岬］弱残りま

した。日本国際ボランティアセンターで、津山直子さんが南アフリカ担当としてがんばっ

ておられるので、そのお金はそちらへ寄付致しました。

皆さん、ありがとうございました。
1993年12月23日

田村　幸子

＊今年は、降矢さんのカレンダーがなくで、とても残念です。友人の中には壁を空け 

て（スペースを）、首を長くして待っている人もいました。ショック！95年度は、 

あの力強く、見ているだけでも力のわくカレンタ㌧ィをなんとかお願いします。 

＊第64号所収の鈴木智美さんのご指摘は、まことにもっともです。「部族」という言 

葉が死後になりつつあるのはいいことですが、そうであっても、日本の民衆のアプリ 

カ観はほとんど変わっていないばかりか、傲慢な大国意識の台瓢こより、蔑視の心情 

は総体としてむしろ強まっているのではないでしょうか。＊いつもニrルター、感謝して 

います。新しい選挙が文字通り南アの夜明けとなればと思っています。皆様のお働き 

に敬意を覚えながら新年もご健闘を祈ります。（以上、編集部に寄せられたお便りの 

中から一都を掲載させていただいて、編集後記に代えます。本年もよろしく。T【m） 

発行　アフリカ行動委員会『アンチ・アパルトヘイト・ニュースレター』編集部 
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