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b y　松島多恵子
ロドリック・マサラ

E三三］
◆デクラーク副大統鱗が6月1相のソウェト蜂起18周年記念参加を拒否し、ANCとの

関係がゴタゴタした。デクラークは南ア対ザンビアのサッカー試合、教会指導者との礼拝

にも第一副大統領のタポ・ムベキと参加するべきだったが、来なかったという。ビック・

ポタ　エネルギー大臣がデクラークのかわりに出席したが、マンデラはデクラークをこの

重要な日に呼ぶことが出来ないのか・・・？選挙前後は休日が多くなったが、そのたびに各

紙は「これらの公休日でビジネスが止まり、00億ランドの経済的損失が出た」とつまら

ない計算をしていた。このような報道も大統領には圧力なのだろうか。（6／14「乃エ夕日）

◆マンデラは、すべての子どもに無償、平等教育を与える法律の制定を急ぐ、と語っ

た。また、敢府は子どもの権利を守るプログラムを進めていくとし、その中には以下のよ

うなものが含まれる。①小学校における栄養給食②子どもの牢屋を廃止し、それにかわる

児童福祉センターを創設　③ストリートチルドレンを‘撲滅”する方茶　などがある。

（6／2　rスター」）
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◆PACは4月の選挙で大敗した原因をさぐり、今後の戦略を考え直すワークショップ

を行う予定だ。場所は明らかにされていないが、川月の地方選挙をいかにたたかうかにつ

いて話し合うらしい。スポークスマンのバーニー・デサイは、PACは存在し続け、生活

水準をあげるためにまだやることがたくさんある、と語った。前著現局長で、PWV州で

唯一PACの議員であるペニー・アレクサンダーは、選挙2か月前まで武装闘争を提唱

し、海外からの援助が枯渇したことなどが敗北につながった、と語った。（5／27「スター」）

◆今年2月、約1000人が南アを去ったが、それは前年同月の倍以上にものぼる。大部分

はイギリス（304人）、オーストラリア（153人）、ニュージーランド（138人）へ移ったという。

又、南アへの移民は去年2月の1260人にくらべて　422人と激減した。　（6／1「ストー」）

◆保守党リーダーのノ＼ルツェンベルグは、2年以内にフォルクスタート（白人専用ホー

ムランド）の合意がなされると楽観している。南アは「不自然な平和」の中にあると7D人

ほどの右翼たちに講演した。「2年以内に新憲法ができることになっている。我々の目標

もその時期を目指すものだ。」マンデラとハルツェンベルグは、フォルクスタートの問題

に関し、自由戦線（Freedo正e Front）を入れた話し合いをすると決めた。マンデラは選挙

キャンペーン中、自分の目が黒いうちは白人分敵国家はありえないと言った。（6／1）

政府に勧告をし、白人ホームランドの国境びき調査などをするフォルクスタート評議会

が発足し、初のミーティングが行われる。保守党はこの評議会参加をことわったという。

◆マンデラ氏の年収は57万5干ランドで、

車の手当が11万5千ランド、提供される自宅

は9万4350ランドに価し、これは課税目的と

なる。だが、税金などを引くと1か月あたり

3万4136ランドが彼のものとなる。マンデラ

は、給料に税金をかけられる最初の南アの大

統領になるという。

◆1992年6月エ7日ポイバトンで45人が虐殺

された事件で、17人の容疑者に刑が言い渡さ

れた。首謀者の6人が36年、7人が27年、4

人が18人の刑を言い濃さわたが、実際は各々

18年、15年、10年服役することになる。殺人

者たちもANCの百衛按にタウンシップを追

われ、ホステル生活を余儀なくされたことが

考慮されたため、極刑はなかった。裁判長が

宣告する前、容疑者たちは祈り、ハミング

し、ある者は国家を歌った。

◆マンデラ大統領就任の日、ドイツのネオ　5才と2才のインド人の少年たちは、彼らの入園
が引き金となった大騒動にもちろん気付かない。

6／1ト12「ウイづエンFスター」
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ナチと白人右翼は暗殺を企てていた。適2280ランドで雇われているドイツ人傭兵2500人

は、まだ南アに潜入中という。大統領郵近くの丘の上から爆発をしかけ、プレトリア市内

に　500キロの、そして空港にも再び櫻弾をしかけるものだったという。これは、当局に

よって明らかにされないままでいた。　　　　　　　　　　　　　　　　　（6／5「沖イプレス」）

◆2人のインド人の子どもが入園したあと、クルーンスタットにあるロンドムタリー保

育盤に通っていた白人の子どもたち大部分は、ある日突然やってこなくなった。園長のア

ナット・マェタンには何の前触れもなかった。「この保守的な町クルーンスタットで、あ

らゆる人種の子どものための保育所をつくるのを夢見てきました。」選挙後、そのチャン

スがついてにやってきたと思ったが、彼女は「とても失望し、胸が痛みます。信じられま

せん。」白人、インド人の子どもたちはいつも楽しげに一緒に遊んだ。白人の親たちが子

どもと通園させなくなると、彼女は閉園しスタッフを解雇せざるを得なくなった。だが、

地元のアフリカーンス語の新聞にこのことが載り、再開させようという動きが出てきてい

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6／1ト12「ウイークエンドスター」）

PWV新首相のトーキョ一・セクワレ。

国防軍の装甲車に乗って3080人のイース

トランドの住民に話す。行動委員会もか

って、ロベン晶時代の彼に手紙を書くキ

ャンペーンを行った。前回のイーストラ

ンド訪問ではI F P／ホステル住民に歓

迎され、暴力のない社会づく　りを訴え

た。この時も、暴力の中で破壊された家

々を建て直すと約束。「ホステル住民は

コンクリートの上で疫ている。すぐ起き

てしまうし、一さあ、殺しに出掛けま

しょうH　と害う原因の一つでもある。ホ

ステルを壊し、家を建てよう」（ホステ

ル＝出稼ぎ労働者の単身宿舎）

領一藍4－
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ホームレス／新政府への期待大きく

選挙終了直後あたりから、ホームレス（いわゆる不法居住者）が新たに急増し、強制移

住が次々と行われるなど、土地問題が噴出し出している。カラードの住む地域となってい

るエルドラドバーク近くでは、3月初旬5つの掘っ建て小屋があるだけだった。その週明

けには一気に　ZOOまで増え、現在は2000にものぼる勢いであらわれた。

今年に入ってからは、ヨノ＼ネスプルグ市当局に言わせると“風土病”のように掘っ建て

小屋が広がっているという。この他は、低廉な住宅建設のためにあてがわれていたものだ

という。住民もホームレスの“襲撃’を嫌う声を高め、市当局はホームレスキャンプ一群

の取り壊しにかかった。

ANC本部・シェルノ＼ウスのすぐ真横には、ジャツ・ミンサー公鼠があるが、いつも失

業者やホームレスであふれている。5月末、夜の11時に武装した当局がやってきてホーム

レスをたたき起こし、追い出した。真冬のただ中に放り出された人々は、ヨハネスブルグ

栗まで避難するか、そこで星の下で眠るしかなかった。ホームレスの一人は、「マンデラ

に家をくれと言ってこい。新政府がこの小屋を壊せと言ったんだ」と言われたという。ヨ

ノ＼ネスプルグ南方の郊外のある地域では、台湾人コミュニティが建設される予定だった。

その計画が実現しないまま数カ月がすぎると、6月初めホームレスたちはここに家を建て

始めた。しかし、24時間たたない間に市当局が破壊した。ここに13万ランド（1ランド現

在約27＿5円）で家を建てたある白人男性は、ホームレスの存在のために家の価値が下がっ

たと不満を述べている。PWV州の新首相、ANCのトーキョL・セクワレはテビットソ

ン市長を非難し、「（強制移住は）ANCや自分の支持基盤を損おうとするものだ」と言

った。民主政権が誕生し、一日でも早く自分の家を手に入れることができるよう期待する

ホームレス。だが、人々の受けた仕打ちは、アパルトヘイト時代に受けたものと同じだ。

（5／9，25，6／7，8「スター」6／12「ンサイプレス」）

朝方零下になる真冬に放り出された家族　　6／7「スター」



街にやってきて／We Came to Town

ラパンプレス出版（識字教育をうける出稼ぎ労働者の英語作文集）第二版
1998年

《お金のこと》
倭はリーン氏のところで働く。植物を植える仕事だ。時々リーン氏の車も洗う。そこで

働いて7年だ。僕は月に5Dランドもらう。

僕は14才の時に働き始めた。まだ小さすぎたが、父が死んだので学校を去り、仕事を見
つけなければならなかった。

月末になると母は大声でどなった。僕が母にではなくガールフレンドにお金をあげてい
ると患ったからだ。でも、それは本当じゃない。ある日、僕はリーン氏に、もう少し給料
をあげてほしいと短んだ。なぜかと聞かれ、「母の家賃を払わなければならないからです
」と答えた。リーン氏は20ランド増やしてくれた。

数週間後ガールフレンドが映画に連れて行ってほしいと言った。ああ、何と答えていい
か分からなかった。母がどなる時の言葉を、僕は思い出した。「どうしたらいいんだ？
みんなを幸せになんて出来やしない」と、僕は自問した凸

母は僕の給料が気に入らなかった。ガールフレンドも、僕がなかなか外にi垂れ出せない
ので幸せではなかった。

僕は再びリーン氏のところへ行き、こう言った。「ご主人よ、もう家は平和ではなくな
りました。どうか、リーンさん、もう一度お給料を上げてくれたら、僕は幸せな生活が出
来るんです。」そうしたら按は叫び、「俺を金のなる木と思っているのか？」と言った。

僕ははずかしくなり、ガールフレンドに言った。「ねえ、愛しい人よ、一緒に映画には
行けないんだ．」彼女はなぜかと開いた。「僕の生活は本当に苦しいんだよ。」と僕は言
った。彼女は泣いた。僕も泣き、二人抱き合った。僕はポケットから白いハンカチを取り
出して彼女の涙を拭き、泣くのはおやめと言った。

何週聞かして、彼女は手紙で、もう僕のことを愛していないと言ってきた白　僕は座って
子どものころを思い出した。いかにすべてが消えていってしまったかを考えながら。

（エプリン・マスク）

≪私の一日》　ジュリアの日記
クリスマス休張で家に帰った。朝7時半に出てバークステーション（ヨハネスブルグ駅

）に行った。そこで教会の仲間の一人と会う。故郷に戻るのは嬉しかった。
家に着いてから泉にバケツで水を汲みに行った。三回汲みに行き、家を掃除する。建築

蒸着に会い、家の建築について話し合う。彼は私が望んだように建てなかったので、彼と
衝突してしまった。

チーフ（伝統的リーダー）の事務所に行って家賃を払い、そして市民権カードをもらっ
た。片付いていなかった用事を全部済ませることが出来とてもうれしかった。（811219）

子どもたちのものを買いに街へ急いだ。奥さんが大切にしていたグラスを割ってしまっ
たので、叱られると思いひどく心配してしまった。

部屋を掃除し、料理をつくる。休日がおわり、子どもたちが帰ってしまうのでさびし
い。子どもたちを駅まで連れて行く。私を後にしてヨハネスブルグを去る子どもたちも、
悲しそうだ。

クッキーを焼く。姪に会えたので鳩しかった。

昨晩は学校に行き、現在形を過去形に直すのを教わる。単語で文章をつくることも。単
語で文章をつくるのはとても難しいが、おもしろい投薬だった。今は英語を読む練習をす
る。新聞も読む。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（82．1．6）
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恩赦／どこまで認められる？

ホームレスとともに。政治囚、一般囚の釈放（恩赦）が今一番ホットな問題だ。どこで

線引きをし、誰を自由にするか凸刑琴所でも大規模な暴動がおき、死者も出ている。（政

府はあらゆる一般囚人に対して半年分の減刑をするという決定をしたが、それでも暴動は
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人が怒ったのは、政府が自分たちのことはそっちのけにしてAWB（白人右派組織）と恩

赦の話し合いをしているからだ。」彼自身、家宅侵入で6年服役した体験からして、看守

が再教育を受けない限り、刑務所の状況がよくなることはありえない、と言う。AWI】の

囚人、ヤコブ・フアン・デイフェンターからSAPOHR会員申し込みの依頼があった。フアン

・デイ7ェンターは黒人男性を“ネックレス”（ガソリンを入れたタイヤを首にかけて火

をつけて殺す方法）し、15年の刑を受けている。プドゥは彼に、メンバーになるにはAW

Bからの鮭脱等を条件とし、又、本当に組織に参加したいか熟慮すると言う。

恩赦、減刑に値するのは、昨年12月6日以前に犯罪を犯した政治囚に限る。選挙中に荒

れ狂ったAWBの爆弾魔、又、これは去年4月のケースだが、共産党書記長クリス・八二

の暗殺犯などは例外とされるようだ。その他、線引きが難しい例としては、86年に弁護士

殺害で有罪になったA B　ノフォメラ（「あんちアパ机へイドユースレク」」でも数年前とり上げてい

る）は治安軍暗殺部隊に関する暗部を明るみにしたため、89年の死刑執行臼前日に猶予さ

れた。新政権がどのような形で彼を減刑るか、あるいは釈放してもっと情報を引き出す

か、注目される。

（6／5．6／1grシテイルス」，6／11－12「ウイークエ州スターJ）

1966年9月、アパルトヘイトの設計者、ヘンドリック・フルヴールトを刺殺したデミト

リオ・ツアフェンタスも行方がどうなるか見守られている。76才のツアフェンタスはもう

28年間牢獄にいる。刑務所仲間のアレクサンダー・モームパリスは、母国語のギリシャ語

で会話するようになったことから親しくなったという。モームパリスによると、「ツァ

フェンタスは1日7回、4時間も看守に殴られた。特に来たばかりだった2人に凸　自分た

ちのリーダーを殺した彼を許せなかったんだ」「睾丸をねじって、死ぬほど錠剤を飲ませ

たりもした。あまりにひどい拷問をうけたので、片方の太腿以外はまったく無感覚になっ

たと言っていた。」ツアフェンタスには手紙もこなければ、訪問者もなかった。「彼の夢

見たのは何だと思う？　チキンだよ。1回に14ものローストチキンを食べたかっていうこ

とを話すんだ。」でも彼のいるプレトリア刑務所の死刑囚監房ではチキンを食べるなど無

理な話だ。ツアフェンタスは裁判で精神異常と判断され、T大統領の患者」として拘禁さ

れることになった。

今巳、大統領はマンデラだ。モームパリスによると、彼があのとき狂っていなかったの

なら今ごろとっくに死刑にされているだろうし、狂っているなら釈放されて精神病院に入

れられるべきだ、と。「だが、もしツアフェンタスの動機が政治的なら、彼は釈放される

べきだ。ソウェト蜂起のとき最初に歌われたのは、‘ィニヤンガ　ツアフェンタス，－

ツアフェンタスの藁はフルヴールトのよりずっとパワフルだ”」

ANCのスポークスマン、カール・ニハウスも「彼が28年間おかれていた状況はまさに

おそろしいものだ。裁判のときすら心理的なはけ口はなかったであろうし、本来あるべき

方法で適切に事が行われたことは全くない。」と言った。
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女性・子どものページ

＊6月1【］から新医療システムが導入された。6才以下の子どもと妊婦は、公立の病院で

は診察費が無料になる。施設が整っていないところではあまり効果が期待出来ない。そ

こが今後の課題となりそうだ。

＊ソウェトだけで、幼児を含む221人の子どもが今年に入ってからレイプされた。ドヴ

ソンビルの7才の少女は、叔父にレイプされたあと重傷を負い、クルーガースドープの

病院からちょうど退院したばかりだ。警察は、行方不明になったタクシー運転手の叔父

を探している。14才のオランドウェストの少女は、継父にレイプされ子どもを産ん

だ。1～4月までの記録では16人が捨てられ、8人が誘甥され、26人が暴行を受

け、8人が獣姦され、13人が重傷を負い、18人が“一般的暴行‾　をうけたという。

毎月少なくとも29人がレイプされており、1月52人、2月29人、3月57人、

5月初めの18日間で36人となっている。暴行者のほとんどが顔見知りで、なかには

2才の幼児までも犠牲者になった。また、5月末、1日で7件のレイプがおこったが逮

捕は一件もない。犠牲者はみな14才以下だ。　　　　　　　　　　（5／31，6／ZrスターJ）

＊厚生・人口開発局は15才以下の子どもの雇用について警告した凸雇用者は、児童保護

法（Chlld Care Act）に従わねばならない。　　　　　　　　　　　　　　（6／7「スト」】

＊ソウェトでは学齢期の子どもの半分以上は全く中学教育を受けない。88年、ソウェトの

学生60％がドロップアウトした。この数字から察するに、77万人のうち50万人は

どの子どもが現在、目的もなく街をプラプラしているということになる。NI CRO（

全国犯罪防止・更生研究所）、教育計画研究所（ResearchInstltute for EdLZCati【〉n

Plannlng）などによると、家庭での（シピーン）経営、高失業率・スラム化した環境な

どが、子どもの落第、犯罪行為の温床になっているという。

（5／9「ゾウェタブ」）

《ヒルプロウの少女売春・2》
南アフリカでは∴　飢えをしのぎ、また生活していくために売春をするようになってしま

う十代の少女たちがゴマンといる。彼女たちの客は王として白人だ。暗い通りに立って車

にひろわれ仕事を得るやり方と、特に地方から出てきた場合には売春宿の中に安全を求め

ていくやり方がある。皆それぞれ、なぜ性を売る生活をするようになったのか異なった話

をした。

19才のシンシアは、13才の時に母親の元を逃げ出し、それ以来少女売春婦として生

活している。コサ語を話す彼女はお金が必要なためにこうしたことをしていると言う。最

終的には学校へ戻り、学校の先生になるという長期的な大望をも抱いている。
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通常のホテルを装う売春宿に住んで5年。彼女の話しぶりには、不安な、不確かな調子

が交じっている。身体を売って、自分の生活を何とかコントロールできるという“儲かる
【仕事に足を踏み入れた十代たちの一人にすぎない。

シンシアは、父親は11の時に死んだと言った。学校ボイコット、タウンシップ暴力な

どが重なり、人生が濫乱してしまった犠牲者の一人だ。かつての友人がヨノ＼ネスプルクか

ら最新のファッションを身に着けて戻ってきた時、彼女は一もこもなく決心したのであ

る。仕事はどうだと聞くと、微笑んだが否定的な答えをした。お金が主たる動機だから、

と言う。売春とは、つまりそういうものだ。

今彼女はいわゆる「ホテル」に4人で一部屋を共有している。一日80ランド（1ラン

ド約275円）の宿代を分けて払っている。友人も皆ポートエリザベスの出身だ。お互い皆

引き込み合い‘●人類最古の傲業一　に、最年少として入り込み始めたのである。なかにはマ

ラウイからの少女もいた。

18才のチャチヤは、ある日ヨノ＼ネスプルクで“定職一　についている姉を訪れてきた。

シンシアがタウンシ

ップの貧困から逃れ、
一方で素敵な服を身

につけるようになっ

たのを見て、チャチ

ャもあとを追った。

仕事がみつからず、

退屈していた。チャ

チャはけばけばしい

臆を身に着けている。

彼女は、客たちと値

段の　u交渉【をする

けれども、自分が売

春婦であるというこ

とを認めたがらない。

どちらかというと、

自分の仕事を、絶望

からよりもスポーツ

感覚といった感じで

やろうとしているタ

イプだ。

売春で有名なホテ

ルにやってくる少女

たちの中には、ホテ

ル代を負担するヒモ

の“保護下【にある

者もいる。あとで少

女の稼ぎの半分を取

るのである。
ヒルブローのあるパーに出入りしている少女（10代）

1994年6月　　前田春人　投影



子どもの売春は、

葺圏から逃れたいが

ために生まれるだけ

でなく、家庭の崩壊

とも関係あるよう

だ。結果として十代

早く　に妊娠してし

まったり、いくあて

もないストリートチ

ルドレンとして人生

が始まってしまった

りする。これを轟付

けるかのように、ス

トリートチルドレン

の一群が、ある日、

売春宿の一つを奇竪

してきた。コソす、

と叫んでいるが、そ

れはそこで売春婦と

して働く女性の名前

で、この子どもたち

の一人の母親だとい

う。他の大勢と一緒

に、その女性は窯か

らチラッ　と下を見

た。自分の威厳を崩

すまいとして彼女は

子どもをホテルに入

れようとしたが、仲

ヒルプロ」のあるバ議雛召して冨孟毒突（逓）

間の子どもたちから止められた。なぜか分からないが、8才の少年たちがこの母親から欲

しかったのはお金で、通りすがりのある人によると、それでシンナーを吸うんだと言う。

数週間後、この少年を再び見かけた。初めて見たときはごく普通の少年に見えた彼は、こ

の時、すっかり人相が変わってしまい（おそらくシンナーのせい）何とも言いようもない

ほど悲しくなった。

ユニスは15才だ。日常生活はどんなかと聞いてみると、こう話した。「このホテルは

私の家よ、ヨハネスブルグにいる限り。一緒に部屋をつかっている友人以外誰も知らない

から、どこへも行かない。月末みたいにいい時なら、ベットルームとパーを行き来してば

かりしている。お客を拾って、彼らの欲しいものをあげるの。でも、月半ばみたいに悪い

時はお客が少ないから一日中お酒を飲んでいるの。飲まない子たちは、バーの陰りのスロ

ットマシーンをやってるわ」。そういう彼女は、‾喉が渇いた－　と言ってビールを買って

きた。少女たちは、大胆で強い。ホテルに住む少女たちは皆、ここにくる男たちが暴力的



にならないから安心だと言っている。

「ここにはセキュリティがあるの。服を脱ぐ前に支払いを求めるから」ユニスはクワズ

ールーのウルンデイからこのヨノ＼ネスプルグにやってきた。テンピーサのホステルに住む

兄がいるが、13の時にタウンシップの暴力から逃れようと、この仕事を始めた。室の恵

から20ランド札をちらつかせる白人の男に拾われた。

「今も兄は私が生きてるかどうか知らない。兄に話すのはこわいもの。きっと私がして

いること知ったら、殺すわ。」　　　　　　　　　（R）リトル・ローズニースホテルにて

物価のはなし　④ 冬のもの

ランドの価値が下がりつづけているので、日本円に頼って生活している人たちにはかえ

ってホクホク、といったところだ。（1ランド約27円）だが冬は何かと費用がかさむ。

今日6月28日は気温も上がらず、一日中風が吹きあれ曇っていた。雪も全国で観測され

たほどだ。今年は例年になく寒いので、私たちも思い切って毛布を2枚買った。ダブルペ

ット用の安いので50ランド。多少あったかそうなものをと患うと、どうしても80～

90ランドはする。それ以上の値段のものならもちろん、もっといい。寒かった5月でも

80ランドだったので、6月分の電気代が143ランドというのには、驚いてしまった。

子どもが凄ついてからしか机に向かって原稿を善く時間がないので、夜中の分がかさんだ

こともあると思う。去年の夏は一日分50ランドを切っていたと思う。

私たちのアパートは、落室一つと居間一つ、台所、トイレ、バス付きで料理も電気でや

る。熱いお渇がすぐに出る。電気ストーブは、樺が二本つくやつで、安いものは70～

90ランド。このたびカメラマンの前田さんが日本に帰国するので譲っていただいたが、

三本の棒がつくもので90～120ランドほどだ。石油ヒーターは、バーゲンのもので

300～400ランド。冬もののセーターは50～150ラ～ド。純毛だともっと値がは

る。冬が来ると誰もがかぶる毛糸の帽子は、5～20ランド。（でもこの帽子はアフリカ

人の男たちは年中かぶっている）

通りでモノを売る人たちは、毛布にくるまり、この帽子をかぶり、一日街角にすわる。

新聞を売る少年にお金を渡した時、その手の何と冷たかったことかl　選挙後、全国には

られていた政党ポスターがはられていたベニヤ板を集めてホームレスの人々に売るという

商売が生まれた。1枚10（ノ20ランドだったようだ。
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選挙後雑感 日本国際ボランティアセンター（J VC）

南ア駐在旦　　高梨直樹

選挙の数日前、JVC事務所があるビルの警備員が、仲間の黒人たち数人と立ち話をし

ているところを呼び止められた。

「おいタカナシ、いったい選挙のあと何が起こると思うかつ」

「別に何も起こらないよ。選挙が終わっても、このヨノ＼ネスプルグの街も人々もこんな感

じでいつもと同じだろう。」

そうだよな、という感じで、彼らはニヤッと笑った。

選挙期間中、私は国際選挙監視員となって旧トランスカイホームランドの投票所をいく

つか見て回った。この時の光景は、一生忘れることができない。

投票の最終日になっても、投票箱や投票用紙などの材料が届かないため、投票所の前で

ただひたすら持たされるだけの数千人の群れ。朝晩の寒さと日中の炎天下のなかで、茫然

と座り込んでいる老人たち。

ベンタ、ガザンクール、レボア、クワズールー、シスカイの旧ホームランドでは同じよ

うな事態が起こり、これらの地域では投票が一日延期されることになった。が、テレビも

ラジオも電話も車もない農村の人々が、選挙の延期などどうやって知ることができるのだ

ろうか、延期された最終日の投票所は、前日までの長蛇の行列が夢であったかのように、

がらんと静まりかえっていた。

分断統治政策によって隔離されてきた旧ホ【ムランドの農村に対する差別は、アパルト

ヘイトに終止符を打つべき選挙においでも操り返され、やはりいつもと同じで変わらなか

ったのだ。

選挙が終わってヨハネスブルグにもどってきた。選挙の直前に白人右翼が爆弾テロを仕

掛けて犠牲者を出したが、一部の白人が心配したような、黒人による街の破壊や略奪行為

は起こらず、街はいつものように動きだしていた。

選挙結果が出てからの数日後、JVCが支援するジェフスピルスクォックーキャンプへ

行き、友人のサイモンを訪ねた。サイモンはビール会社でトラックの運転手として配送作

業をしていたが、低賃金（月400ランド＝約1万2千円）のうえに疲労が激しい労働で

身体を壊し、今は失業している。そんなサイモンが言う。

「俺には仕事がない。もう疲れた。差別的な労働じゃなくて、まともな仕事がしたい。も

しも土地を手に入れることができれば、親を飼ってチキンを売って暮らしたいな。でも白

人は、300年以上罰にヨーロッパから来た自人たちの子孫であって、もうヨーロッパに

帰ることのできない南ア人なんだ。同じ南ア人として、これから共存していくことを考え

ていかなきゃいけない　‥」

4大財閥が握る南ア経済とヨハネスブルグの街並、そして私たちにはまねできない南ア

黒人たちの寛容さは、これからも変わらないように感じる。そして、とにかく全人種が参

加して行なわれた選挙で、80年以上解放闘争をしてきたANCが大勝したことで、黒人

多数はそれなりに納得し、落ち着いているように見える。

しかし、これから長い時間のなかで、必ず大きな変化が起きてくるだろう。そんな変化

にじっと日を凝らしながら、今を新しい出発点として、南アにどんな協力をしていけばい

いのか、もう一度考えていきたい。
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子どもを悪魔へと変えるもの

南アフリカ社会が、暴力による犠牲となった子どもたちの快復に手をこまねいていれば、

流血はくり返されるだろう、とゴールドストーン委旦会が今週発表した報告書は警鐘を鳴

らしている。

ゴールドストーン要具会が今週発表した報告客

によれば、子どもは暴力に晒されれば晒されるほ

ど、暴力事件の加害者となる率が高いという。ノ

ーマン・タンカン博士がまとめたこの報告書は、

世界でも有数の暴力事件発生国である南アフリカ

で軋　その高率な暴力の代償として子どもたちが

支払い、これからも支払い掛ナてゆくものは「あ

まりにも大きい」と述べている。

報告書は、「政治的暴力から子どもたちが受け

た影響を改善するためには裾二会政治状況の変革と

経済改革が不可欠である。」と言う。タンカンに

よると、暴力の影響を受け、または受け続けてい

る子ともたちが何千人いるか計り知れない。

昨年中に政治的暴力で死亡したり、けがをした

人8737人のうち子どもは874人。また、過去3年

間ナタール州の36の地域で衝突のため難民となっ

た子どもは28，790人くらいいると見られている。

このうち、11，845人以上が5才未満である。報告

蜜には、1984年から86年の間に南ア警察と南ア国

防軍の武力による子どもの犠牲者数も記されてい

る。この間、約300人の子どもが殺され、1，000

人が負傷し、11，800人が拘留され、18，000人が抵

抗したとして逮捕され、173，00D人が裁判待ちの

状態だった。

「南アフリカで行われたいくつかの調査が指摘し

ニュートン・カネマ記

ているのは、暴力によって傷つけられた子どもた

ちは無力感や落胆を感じたときに激しい怒りや恐

れ、ショックの徴侯を示すというこだ。」とタン

カンは言う。ある調査によると、9％の子どもが

行動の混乱から、儀を受けたあとのストレスに至

るまで、深刻な症状を示しているという。子ども

たちのほとんどが、暴力に遭遇して数年後にこう

いった症状を表わしている。「暴力の影響に関す

る調査の多くが、子どもたちが暴力に晒されれば

晒されるほど、今度は加害者として暴力をふる

う、ということを強調している。つまり、暴力の

被害者と加害者とは紙一重ということだ。」

実際に、子どもや青年が主要な加害者として暴

力行為に関わっている場合が増加傾向にあること

をいくつかの調査が明らかにしている。近年、多

数の子どもがネックレス殺人や、政治的敵対者の

殺人に関わっているのが、そのよい例であるとタ

ンカンは言っている。彼によると、これは広く信

じられているように黒人の子どもに限ったことで

はない、という。

さかんに報道されたが、昨年、投石をして赤ち

ゃんに重傷を負わせた白人青年の場合を考えてみ

ればよい。彼は、この女の子とその母親が県人だ

からというだけの理由でこんなことをしたのだ。

南アフリカの子どもたちも、他の国の子どもた
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ちと同様、生まれたときから暴力的なわけではな

い。むしろ、我々の社会が、彼らに暴力が一番の

自己主張や問題解決の手段だと信じ込ませている

のだ。このことが悲劇の本質である。」

子どもは直接的に暴力に関わらなくても、その

影響は受けている。過去1g年間だけを見ても幾万

もの子どもたちが家族や近所の人、友人、先生な

どの死やけがを経験している。このような事件に

1994年6月1［雁行　第三啓郵便物認可　旭

出会ったときに受ける椅神的な損傷は、あとあと

まで尾をひくものである。このような子どもたち

は行動や精神に何らかの問題を抱えていた

り、攻撃的な行動をとるのがしばしば見られる。

「南アフリカ人口の70％が青少年である。我々が

早急に暴力の問題を解決しなければ、子どもたち

はそれぞれの寮費を発揮しないで終わるかもしれ

ない。」とタンカンは締め括っている。

（コラム）テレビを見て死の強迫観念にかられる

肉親が撃たれるなどという旨に遭わなくても、テレビニュースを見るだけで子どもたち

が暴力の悪影響を受けるには十分である。次に示すのは、プレトリアの著名な臨床心理

学者が、最近ゴールドストーン委員会に報告した事例である。

6才の少年ジョン（仮名）を両親が人間科学調

査会の小児科へ連れてきたのは、彼が急に死の強

迫観念に取り憑かれ、学校にも行かなくなったか

らだった。

少年がひどく恐れていたのは、彼がいない間に

両親が殺されるかもしれない、ということだっ

た。こごて注意しなければならないのは、こうし

た病的な強迫観念は、肉親やベットなどの死やけ

がといった衝撃的なできごとに遭った幼い子ども

たちにしばしば見られるということである。しか

しジョンの場合は、家族にも親しい友人にもその

ようなできごとは起きていなかった。そのうえ、

両親によると、彼らはとても良い関係であったと

いう。

心理療法を進めるうちに、ジョンの家族はふだ

ん、夕方のテレビニュースを一緒に見ていたこと

が分かった。ニュース番組の中で、国中を悩ませ

ている政治的暴力が次々に起きている様子が伝え

られると、ジョンの両親はお互いに不安を語り

合うのだった。

心理学者はジョンと話し合った結果、ジョンが

この園の政治状況に対する両親の恐怖と敷念を理

解し、もはや誰一人として安全ではない、みんな

死んでしまう、という杜念を形作ったのではない

か、という結論に適した。

さっそくジョンの恐怖を取り除く治療が行われ

た。いわゆる戦場からは離れている子どもたちで

さえも政治的暴力の悪影響を受けるという事実

は、南アフリカやイスラエル占領地におけるいく

つかの実地の研究から明らかになっている。

（訳，弘申敦子）
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今、南アフリカの選挙と私たち
－二章二の根の声毒と求めて－

4月24日　　日本カトリック会館にて

第二部　パネルディスカッション　　①

（1）渡壁　隆志（南ア黒人の教育を支える会）

渡壁といいます。私の職業は公立中学校の教員で、千葉県では指折りの荒れる中学校に

つとめています。

私たちの会は反アパルトヘイト運動にどのように支援できるかということで、教員5名

が集まって始めた会です。当時はアパルトヘイトが実際に法律としてありましたし、選挙

の可能性なんてことは考えもしませんでした。

当面の問題として学校に行けない子どもがたくさんいるということだったので、そうい

う子どもたちに支援できないか、それならば美学金というのがいいのではないか、学資を

支援するというのがいいのではないか、ということになりました。当時は、どういう形で

やるかという議論はあまりなくて、何らかの形で援助できればいい、という単耗な発想で

した。4年間やってきましたが、最初の目標は1000人の子ともたちに学校に行ってもらう

という意図でした．来年でちょうど5年になりますが、この目標は達成されると思いま

す。なんで達成できるかと考えると、やはり日本は豊かだということです。その分だけ、

南の人たちはどんどん貧しくなっているんだなあ、と考えます。

今の日本の教育は、小・中・高と校則で子どもをがんじがらめにしぼって、子どもの個

性をスポイルしている世界です。私も中学校で子どもを校則でしぼって、自由な発言を封

鎖してどんどん授業を進めていきます。それをしないと教科書が終わらない。終わらない

と、管理者や教育委員会からクレームがつけられる、という形の組厳の一員になって、ど

ちらかというと子どもをしぼっている加書者なんですね。

そんな中で、おそれ多くも他の国を支援するなんておかしいのではないかと言われたら

それまでで、「ごめんなさい」としか言いようがありません。それはそれとして、できる

ことから何かできないか、ということで始めました。

アパルトヘイトの状況が変わって選挙が行われるようになった南アは、つまり日本でい

えば第二次世界大戦で負けて第一回目の総選挙が行われる状況に似ているのではないかと

思います。今まで参政権がなかった人たちに参政権があるわけですよね。ただ、急激な変

化は、それほどないのではないかと思っています。なぜなら、富の分配で、白人が冨をに

ぎっているわけですから、いくらアパルトヘイトの法律がなくなってもあまり変わらない

のです。その富の分配を逆転するという法律を作れば別ですよ。ただ、絶対つくるわけは

ないですから。とすれば、差別の状況は続くわけですよ。実態的差別は、差別の法律がな

くなっても続くのですよね。

では、どうなるのか。今までは簡単な国式で、白人と黒人という違いがあったわけです

が、これからは黒人の中が複雑化していき、金持ちも増えていくでしょう。そして、白人



1994年6月1日発行　第三種郵便物認可　冊アンチ　アノヾルトヘイト・ニュースレター

の中にも貢しい白人が増えていくでしょう。そういう複雑な状況になっていくと思いま

す。そういう中で、『黒人の教育を支える会』の私たちがどこまで支えられるのか、と考

えた場合、もう一度基本的な考え方をひっくり返して最初から考え直したらいいと思って

います。

来年度、1DOO名の目操が達成されるので、区切りとして一応幕を引きたいなと私は個人

的に思っています。会としては、これからどうするか話し合って決めるのだけれど、選挙

で参政権が得られたのですから、土俵が少し変わるわけです。そんな中で、どういう支援
・援助がいいのか考えていかないとますいということですね。

さきほど白戸さんが言ったことですが、あれだけ言い切ったというのは立派だと思いま

す。ただ、彼が今の日本政府に対して、あるいは日本の教育に対して、どこまで闘ってい

るのか、それを聞かないと賛成できません。彼が本当に日本の私たちの民主化のために、

どこまで身体をはっているのか、「日の丸」「君が代」とか、細川政権のことなどに対し

て、どこまで彼が闘っているのか、ということです。

白人の支配が　300年、400年仕込んできたのですから、黒人に訓練ができていないとか

言っても始まらないと患います。小さな子どもが「君は道理が分かっていないな－」と言

われてるのといっしょで、分からないのに怒ってもしゃ－ないんですね。私はそう患って

いますから、彼の発言は大胆でいいですが、彼がどこまで闘っているのか聞かないと賛成

できません。

さて、今後、国連のODAとか、郵貯とか、24時間TVとかの大手の援助でやるのがい

いのか、もしくは′トさなプロジェクトでいいから一つずつ入っていってやるのがいいの

か。答えは一つですね。答えはあきちかです。大きな援助はやらない方がいいと、私は

思っています。経団連はもっと大きな援助を考えていると思いますよ。日本の余った品物

を南アにもっていくのです。そういうことを見通した場合、小さな援助でも物や金は与え

ない、持っていかない、与えることを日本人はひかえるべきだと患います。余っていると

いうこと自体おかしいのだから。日本がそれだけ南の国から搾取しているのですよ。そう

いうことも考えて、今後は援助を一度チャラにして考えたほうがいいなと思います。

もう一つは、識字率が50％だと言われていることについてです。半数近くの人たちが読

み書きできないというところに、何らかの形で入り込みたいと思っています。高度な管理

社会、資本主義社会になっていく場合、読み書きができないとそれだけで不利になりま

す。本当は自然な生活ができれば一番いいのですが、これから高度成長していく南アの場

合、そういうわけにもいきません。そういうことで、識字の問題をテーマにして今後考え

ていき、援助の仕方もミニODAにならないように考えていかなければと思います。

NG Oだから正しいということは言えないと思います。

（2）大西佐奈枝（SAF Eセクション）

自由の森学園高校の3年生で大西といいます。今日はSAFEの代表として来ていま

す。SAFEといっても何のことか分からないと思いますので、ちょっと説明します。

SAFEセクションというのは、Sou抽AfrlCa Frlendshlp Exchangeの略で、南アの子ど

もたちと交流しようということで始めた会です。会を始めたきっかけは、私自身が南アの

問題に阻心をもち、知っている人たちからどういう状況なのか間いたり、「あんち7月射ヘイト二ュ
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－スレト」などを読んだりして感じた怒りが原動力になっていると患います。

朝鮮人問題だとか、他の差別問題が日本にもいろいろあるのに、なぜ南アなのかとか、

活動をして何かメリットがあるのか、という質問をよく受けます。なぜ南アなのかと害わ

れても、ただ興味をもっただけで、あれをやらないからこれもやらないというのではなく

て、まず何か一つ始めようということでこういう活動を始めました。

私たちがやっているのは、援助ではなく、人の為ではなく、自分自身のためにこの活動

をしています。白分のこともよく分かっていないのに、人に援助なんかできないなあとい

う感じで、援助ではなく自分のためにこういう活動をしています。最初は交流会みたいな

形で南アフリカの高校生たちと手紙の交換をしたり、クリスマスカードを送ったり、そう

いう簡単な活動をしていて、南アに関係ある劇やビデオ、映画を見たり、本を読んで読者

感想会を関いたりしました。今何をしているかというと、月に一度集まって何だかんだと

話しているのですが、実際には南アのことばかりではなくて、人生って平均台に似ている

ね、などという話で終わったりします。私たちが一番興味あるのは、自分たちと同世代の

人たちがどの様な活動をしているのか、です。南アでもストリートチルドレンの問題があ

りますが、彼らのことを考えるということは、言い換えれば自分たちのことを考えること

になり、彼らがどういう生活を送っているのか考えていくと、自分は何をしているのか、

自分はどうなのか、ということにつながっていくと思います。

南アの問題と深くかかわっている桶原さんが、南アの人々はとても生き生きしていると

書いていました。私たちはそれを読んで、アフリカというとすぐに援助とか、「黒柳徽子

」、難民、飢餓、という短絡的な考え方があるのですが、そういうのは正しくなくて、桐

原さんの言募を借りると、私たちの方が彼らから教わらなくてはならない、ということが

たくさんあります。

スティーヴ・ピコが昔、「白人によって作られた歴史と教育の中で黒人は生まれつく

と、自分は何か劣っているのではないかと思う社会的劣等者になってしまう。そして、こ

の意識を構造的に生み出す差別」と抑圧を打ち壊す為に、黒人自身が本来的に持つ価値と

能力を自覚することが大切だと言っています。この言葉の意味を考えていくと、私たち

は、自分たちの教育っていったい何なのかと考え始めてしまいます。

南アでは、今はちょっと改善されてきていますが、苦は質の良い教育を一部の人が受け

ることができるにすぎなくて、黒人は白人より劣っているんだということを生まれたとき

から教えられて育ちました。でも、日本はどうだろうと考えた時に、日本ていうのは企業

適応人間というか、そういう人間を作り出そうとしている政府の考え方がだんだん見えて

くるのです。企業適応型というのは、つまり、いい中学、いい高校、いい大学、いい企業

に入るというルートみたいなものができていて、そこに乗っかるように人間を育てるとい

う構造があるのではないかと思います。そういう意味では、日本と南アは違うところもあ

るけれど、洗脳教育というか、そういう点ではよく似ていると思います。私たちも教育を

受けている立場として、自分がこういう洗脳教育を受けていることに気付けたのは、この

活動のおかげだと思い、すごく誇りをもっています。

この活動をやっていて、いろいろな人と知りあえたし、いろいろな影響を受けたりしま

したDそれを、どういうふうに自分のなかでこなしていくかは私たちの仕事ですが、いろ

いろな人たちと出会い、いろいろな考えを聞き、いろいろな事実を知って、もっともっと

自分を深めていきたいな、と考えています。

（本記録は発言者の校正を経ていません。…編集部）



靡讐甑と二

一一　講　演　会　～

南アフリカでは政権議会選挙を終え、早くも2ケ月余りの時を刻んでいます。選挙権

を獲得し、喜びに湧きたつ人々の表情を擾しだすことにより、アパルトヘイト体制も終

焉を迎えたかのごとく、日本国内においては日々南アフリカでの出来事は忘れ去られよ

うとしています。

そこで、私たちはジャ【ナリストの立場から南アフリカを追い続けてこられ、遺草時

には最前線からリポートを送り掛けてこられたジャーナリストの川崎剛さんと、6月末

に南アフリカ国内で開催された会議に出席されたばがノの国際経済字書、膳俣誠さんを

講演者とし、それぞれの立場から見た南アフリカの状況と今後の展望についてお話を伺

い、著してさらに、今、私たち日本人に求められているものとは何なのかということを

一組二考えてみたいと思っています。どうぞ皆きま、ふるってご参加ください。

－　言己　－

講演l　川崎　剛さん　憫目新聞社外報部）

ll　膠俣　誠，ん（明治苧猷字数軌

日時：7月29日（金）　午後6時

会場　7トラムよこはま　会議室日横浜市西区・ランドマークタワー73階）
」R、真横、市営地下鉄線「桜木町」粟下車、徒歩3分

入場：500円（座席先着100名）

主催　日本匡際ボランティアセンター・神奄川事務所

写真展「新生南アフリカの人々」連絡会

（連絡先〉TEL／FAX O45－982－5323　富野
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矢口り、考え、行動する

『21世紀の地域社会と開発教育』
第12回　開発教育全国研究集会

南アフリカでは「遠い夜明け」が現実のも　　　　　プロ＝グラム

のになりました。それは、長く辛い闘いの末　　1　9　巨］（金）

に、南アの市民がみずから勝ちとった変化で　16：30講演憫発教育と】南汀の視点」

した。　　　　　　　　　　　　　　　　　18：30開会式、オリエンテーション

未来は、私たちの選択と行動によって変わ　19：00参加体験型ワークショップ

り得るはずです。

よりよい地球社会を築くために私たちはを

選択し、どんな行動を起こせばよいのか・・・。

開発教育は、互いの「学び」によって新し
い時代を築いていこうとする、市民による－

未来社会創造運動”です。

今年の全国研究集会では、開発教育の歴史

を振りかえり、その課題を明らかにするとと

もに、私たちがどこへ向かおうとしているの

か、共に未来を語り合いたいと思います。

ところ：早稲田大学・戸山キャンパス

（地下鉄東西線早稲田駅下車）

主催：開発教育協議会

後援：外務省、匠際協力事業団、NGO活

動推進センター　等

参加費：3千円（部分参加も同額。学生2千円）

事務局℡：03－3207▼8085

：2　0［∃　（土）

9．30研究・実践事例発表

1300パネル・ディスカッション

「開発教育の歴史と課題」

15：00テーマ別学習会

（D南北問題

②環境問題

③人権（アパルトヘイトとは何

だったのか）

④開発と女性
（9多文化共生

19：00　自主ラウンド・テーブル

2　1　日　（日）

9．00分科会「開発教育を進めるために

1300全体討論「私たちのめざす社会」

14：30閉会式

※20日のテーマ別学習会「人権」は、アフリカ行動委員会の須関知昭が担当します。ご

来場をお待ちしています。

・6月18日の集会に参加しました。会場はほぼ満員の盛況。久し振りに、集会の熟 

気を感じた数時間でした。・7月の集会も興味深いものになりそうです。（Tom） 
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