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～　日本と甫ア・顔と顔の見える関係をめざして　～

南アフリカからのメッセンジャー
津山直子さん＆ヴィククー・マトムさん鈷嬉記念濱満会

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

この4月に日本を瀧わ、日本国際ボランティアセンター（JVC）南ア駐在となった津山直子さんと

昨年南アから来日し、日本各地で写真展を開催した（現在も写真展は巡回車）南ア黒人フォトジャーナリ

ストのヴィクタ一・マトムさんの二人が、このほど日本で結婚式をあげるために帰国（再来E）します。

津山きんはJVCのスタッフとして甫アに関わる以前から、ANC事務局として発足から丸3年活動

を掛ナ、以来、日本国内において南アと日本の草の根の人々を結ぶ窓口的役割を担い続けてきました。

津山さんは選挙後の南ア国内各地を訪問し、直接的に現地の人々と関わる仕事を緩けています。又、

ヴィクターさんは、昨年秋の帰国後から絵選挙へ、そして現叡こ至るまで、歴史を記録するという仕事

に心血を注ぎ、さらに、若者たちに希望を与えるためのボランティア活動として写真を教えているとい

うことです（詳しくほ、別ページの掲載されているメッセージをお読み下さい）。

今回は、この二人の日を通して現状の南アの素顔を探ると同時に、すでに人々の記憶から忘れ去られ

ようとしている日本と甫アの歴史を再確認し、私たちの国や日本人一人ひとりにとってアパルトヘイト

問題とは何だったのか。南アの麗選挙の成功によって始まるべきものと終わるもの、そして搬して取

り組んでゆかなくてはならない聞及とは何かを検証してみたいと思います。皆様、是非ご参加下さい。

一　記　－

（日　　　時〉1994年10月21日（金）午後6時10分～8時50分

く会　　場〉フォーラムよこはま、会議室1

（JR・東横線l桜木町駅l下車、徒歩5分。ランドマークタワー、13階）

く講　　演〉津　山　直　子（日本国際ボランティアセンター、南ア7リ九駐在代表）

ヴィクタ一・マトム（南アフリカ、黒人フォトジャーナリスト）

（主　　催〉写真展「南アフリカ」の人々連絡会／日本国際ボランティアセンター・神奈川事務所

1995年版卓」ニフコ　レニ／ダ－　「R E S E D l（光）」

10月・＝PノEI完成予定○（モノ　ク　ロ写真、12点使月ヨ）

ヴィククーとその仲間たちが映しだした、リアルな人々の素顔が魅力です。乞、ご期待l】
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親愛なる日コ奉この皆様へ

今日は。皆様お元気のことと思います。写真展を成功させてくださった皆様方全長に、もう一度御礼申

し上げたいと思います。日本に滞在して皆様と有意義な交流をもてたことは、この上ない素晴らしい盗験

の一つでした。あの写真展で、私個人の仕事・作品だけでなく、私たちの国、南アフリカを認めていただ

けたのだと思っています。

南アフリカに戻ってからの私は、それまで以上に忙しく、きつい仕事にとりかかっていました。初めて

の全人種平等の総選挙の歴史を記録するという仕事です。しかし、その選挙も実現し、私たちはついに自

由になりました。しかしだからといって、何もかもかすんなり行くというわけではありません。新鵬は

国の再建に力を尽くしてはいますが、再建には多くの時間と労力と財源が必要です。

私たちも不遇な生活を強いられてきた子供たちに、学習の機会を与えるためのプログラムの充実に力を

注いでいます。私や私が教えた若者たちを含む写真家の組織で‘LESEDI■　と呼んでいるグループに

よる清動です。－LESEDl’とは、ソト帯で‘LIGHT（光）汀の意味です。　LESEDIの活

動の一つに、スウィートウォーターズという名で知られるスクウォッタ一・キャンプの子供たちを教える

というボランティア・プログラムがあります。1グループ60人の子供と青年の4グループを、それぞれ別

の日に教えるというものです。生徒たちの年紺ま6歳から28歳にまたがっています。

私たちは、民衆が自己表現の手段を持つことが重要だと考えます。自分たちの手による日々の記録作業

をとおして、自分たち民衆の本当の姿を映しだせると思うからです。したがって、写真撮影を初めとする

さまざまな創作活動への興味を、子供や若者たちの間に芽生えさせる環境作りをすることが急務だと考え

ています。

私たちは、このボランティア・プログラム用の資金を作るために、LESEDIのメンバーの撮影した

写真を使って、1995年のカレンダー作りを計画しています。このプログラムに必要な写真撮影関連資材を

購入するための資金を必要としているからです。それと同時に、素晴らしい可能性を勧めている若い写真

家の作品を世に紹介することにも意味があると患うからです。この計画実現のために、皆様のご協力をい

ただければ幸いです。

琶標の連帯とご親切に改めて御礼申し上げますも今年の10月の私の訪日の願に、また皆様にお目にかか

れることを楽しみにしています。皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします。

1994年8月胡旧

ヴィクタ一・マトム
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彗∴＿－‾＿∃臣要＝≡三至≡芸≡一変垂‡≡ 

by　松島多恵子
ロドリ　ック・マサラ

ストライキの嵐

7月から全国でストライキが続いている。近所のスーパーマーケット、チェッカーズも

労働者たちが店の外にピケをはり、「この店は閉まっています」と客に呼びかけ、ボイコ

ットを訴える。店は開いているようだが、臨時の労働者を雇っているらしい。チェッカー

ズは、いくつかの支店を含めて合計　500人が】不法ストライキ”で解雇になったと伝えら

れている。大手スーパーマーケット、ピッキンベイも8月3日、ようやく労使が合意に達

し、向こう15ケ月間、月180ランド（約5000円）賃上げされることになった。

3週間に渡るストの間に1080人の労働者が逮捕された。当初、労組刷は　229ランド／月

を要求していたが、経営僻は175と回答、行き詰まりが続いていた。ピッキンベイは、19

91年の時点で人種別に給料を規定したと言われているが、今もそのシステムを作っている

という情報もある。ピッキンベイ側はしかし、これを否定する。ピッキンベイは「ウイー

クリーメイル」週刊紙などの特集で、しばしば優良企業の中のトップを飾ったりした。

（7／27「yウェタ川　　ケープタウンの本店から各支店に配布された“平均給与統計一による

と、平均週給R20440（全人種）、白人一般社風平均給与R204507．白人役職付R2617　4

2、非白人一般社員R162421、非白人役職付R189135　となっている。人種間で　400～

800ランド開きがある。同社の人事マネージャ‥一㌧　ニッキー・ピケットは、このようなデ

是P謂今上等ナ学問豊熟㌍巽既買ヲも10m）のメンバ‾5800人が・
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めているので、その分の差が出てい

ると言う。

金属労組もストライキが長ぴぃて

いる。8月中旬、労働相ティト・ム

ポウェことタポ・ムぺキ副大統領が

伸介に入った。一律12％増を要求し

ていたものを10　5％まで妥協した

が、経営者の回答は10％だった。自

動車工場の集中するダーバン、ポー

トエリザベスでは連日デモ、マーチ

が続いている。生活賃金の要求に加

え、職場に残るアパルトヘイトの完

全除去を求めるものだ。早くにマン

デラ大統領は、労組リーダーの中に

は、抵抗運動から撰家建設への移行

ができない者がいる、このストライ

製造業における報酬（米ドル／時間）

5　　　10　　　15　　　20　　　25キは投資を遠ざけ、：RD P（復興関

資料　肝日7アイナ乃ヤルウイーク7／21－27号）　発プログラム）を過らせるだけであ

る、と語った。「500万人の失業者

製造業における労働コストの伸び率（％，1970－9日　がいることを忘れてはならない。明

日にではなく、今日彼らに仕事が必

要だ。Rl〕Pを早急に書手させるた

めにも投資が必要だ。」（7／25「スター」

）

南アのマスコミもさかんにストラ

イキの波に懸念を深めている。7／Z9

号の「スター」紙は、世銀のレポー

トが労使紛争に警告をしている、と

80　18m1200　紹介した。いわゆる労働生産性が低

資料：A】∋SA　　いわりには賃金が高く、このため南

アの製品は国際的には全く通用しな

製造業における労働生産性の伸び率（％，1971－91）いという。在南ア日本大使によれ

ば、南アは、インフラを除いては他

のアジア講壇に優るものはないらし

い凸　外資が入る時、労働コスト、労

働の質、労組など様々な側面を見る

が、インフレ率を超える資金増や生

産性は外資にとって否定的なイメー

ジを与えているという。「諸国で

は、外国企業は最初の3年間法人税

100　　　150　　　　200免除、次の2年間で58％免除とな

資料・A B S A　　る。タイでは、農村開発や輸出に頁
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献している外国企業は、ビジネスを開始する最初の3～8年間は無税となる」（8／3「スト」）

COSATVをはじめ、南アの労組はこのようにヤリ玉に上げられっぱなしだ㌧】軍用者は∴l国

際的な水準からみれば、特に製造業などは高いと主張するが、一方COSATl川士、メンバーの

半分は1年で1000ランド（約27000円）の賃金しか払われていないと巻き返す。（7／30－31

「ウイークエフドスター」）「RD Pを軌道にのせるため、労働者を犠牲にするような考え方だ。」（COS

ATUベキ・ンコシ）「失業者の家族を挙っていくためにも、まともなベイが必要なのだ。

」又、多くの労働専門家は、ストライキ行動のための規約をつくることが非常に重要だと

言う。リーダーを無視した現場労働者のストライキも多いからである。しかし、COSATUリ
ーダー、労相、労働アナリストのプラウィツキーの言うように、このスト攻勢は異例でも

なければ、労働の危機を反映したものでもない。「また、政府と対決するために企てられ

たプランでもない」（グラウィツキー，8／4－ユ0「ファイナ乃サルウイーク」）

89年に政治的変化の予兆が始まり、そして実際に変化した90、91年の2年はストライキ

が急増した。労働者の期待がふくらみ、もっとより速く変化を促そうとする試みのあらわ

れだ。

放送の“自由と平等’’

7月30H、一度はSABC（南ア放送局）が放送を中止すると決断したドラマ『ザ・

ライン』（三部構成）が全編に渡って放送された。インカタや、それと連帯関係にあるホ

ステル住民協会が放送停止を要求したため、すったもんだしたのだが、このSABCの処

置は検問にあたるとして批判されたため、インカタの抵抗をふりきって放送したのであ

る。ホステル協会はスタッフ、俳優を殺すとまで脅し（後になってそれは撤回する声明が

出された）、インカタは放送日にSABCにピケを張り、役員室を占拠するなどした。監

督、俳優らは実贋姿を隠すなどしなければならなくなったのである。

どんな内容かというと、それは列重態撃事件で始まる。男が列車に乗り込み、無差別に

発砲し人々を殺すのだが、隙をみたANCのメンバーの若者がこの男を列車からつき落と

す。ANCの彼は、事件を目撃したため命を狙われるノ、メになり、ガールフレンドととも

にヒルプロウのアパートに住む叔父の家に隠れる。ここで、インカタが自分を殺しにく

る、あいつらは犬だ、と言ったこの宙年のセリフがインカタを怒らせた。列室雷撃犯はホ

ステルに住み、ズールーたちを扇勤し、警察からも武器を渡される。インカタは殺す側、

ANCは自衛するために武器を手に入れる、といったパターンは明白だった。南ア警察か

らは、「自分たちは特定の頑治グループに武器を融通したりなどしないl」といった抗議

の声はなかったようだが・日。フィクションに文句をつけても意味はない、と思ったのか、

それともゴールドストーン暴力調査委員会がもうこのようなことを明らかにしているので

ムダなあがきだと思ったのか・・。監督や励本家の言い分では、これはフィクションではな

く実際人々が日常経験していることで、かえってフィクションの団体名をつかうとへンに

なる、とインカタが常に殺しを仕掛ける方だということを強調してしまっている言い訳の

ようなことを言っていた。また、「なぜ、このドラマに大騒ぎするのか。自分たちはまだ
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まだ民主主義にではなく、過去に生きているという証拠だ8」とも。

インカタリーダーのテンバ・コザは「なぜANCメンバーが有罪になったイクウェズ獣

虐殺は出てこず、インカタを使うのか。このドラマはマンデラ体制が自分たちを陥れよう

とする意図のものだ」と反論する．（7／31『スター』）　同紙によると、P A Cは「洩

ANCドラマで、他の役者を無視している」と、ちょっとズレたコメントを出していた凸

政治がらみの暴力がすすむと同時に、このANCメンバーの隠れ家となるヒルプロウのア

パートで家賃ボイコットがおこったりする。増加分だけ支払いを拒否しようという決定が

住民の間でなされる。アパートの中にシピーン（不法居酒屋）、売春婦の住む部屋があっ

たり、気の弱そうなアフリカーナーの管理人がうまい雰匠気を醸し出していたりして、な

かなか生活のにおいがするところもあった。ヒルプロウのストリートチルドレン、アパー

ト衝、メイン通りは私にも見慣れた風景だ。ヨハネスブルグ周辺に住む人にとっては、自

分もドラマの中にいるように感じたかもしれない。かえって、こちらを取り上げたドラマ

の方がより面白かったのでは、という気もする。出来としては、どうも素人っぽさの域を

出てなくて、穀後に襲撃犯が警察に消されてしまったが、結局何だったんだろうという感

想が残る。

暴力を扱う問題は、やはり、なぜそういう状態が生まれ、どんな目的で暴力に訴えるの

かという分析が必要だろう。この国の暴力は単に派閥、民族間の争いでおこっているので

はなく、複雑な背景があることを描かなければ、無意味なものになる血　MWASA（南ア

メディア労働者協会）事務局長のシテンペレ・カラはこう言う「『ザ・ライン』は今も嘆

き悲しんでいる人にとっては苦痛なものだ。このドラマは映画ではなく現実のもので、人

々に深い億を残した。」

南アは、しかし、これからどんどん自分たちの手でこうしたドラマや映画をつくってい

くべきだろう。列車襲撃犯デュマ役をやったジェリー・モフォケンは、地元南アの俳優が

この手のドラマにつかわわたから、より脅迫がひどいのだと語っている。「自分たちの生

活を演じるのに、何度デンゼル・ワシントンを　－輸入’しなければならないんだり」イン

カタは、放送後にTV上で不満、意見をのべる機会を与えられるとSABC閲から言われ

た。そうした形で意見を闘わせ、あるいは反論する作品をあらためてつくる以外に、表現

の自由を達成していく方法はないだろう。SAB Cも、政治的な影響を怖がらずに、それ

を解決していくためにも様々な番組を提供しなければならない。モフォケンのいうよう

に、アパルトヘイトのドキュメンタリー、映画はこれまで多くの西側諸国によってばかり

作られてきたのだから。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（T）
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前臥　南アのTV番組ものが多く輸入ものが多く退屈だと物価のページで書いたが、そ

れはやはりSAB Cの財政状態と関係ありそうだ。海外から英語の番組を輸入した方が20

1分あたり　のコスト 

R3　5　0 

輸入番組（吹管） �R85　0 

RlOOO～2000 

R40　0　0 

R90　00 

倍以上も安くあがるのである。それとと

もに今、放送の言語政策をどうするかと

いうことが最も議論されている。暫定憲

法では公用語として11の言語が指定され

ている。この全部の言語をどのように平

等に使っていくかだが、SAB Cスタッ

フの中には、それはほとんど不可能だと

いう声も多いらしい。

アプリンーンス語放送を落とす、ある

いは少なくするかという撞嚢が出された

資料SABC（7／31「サンデータイムス」）が、これに対してアフリカーナーから怒

りの声が燥発した（実際、抗議デモも行

われた）。アフリカーンス語のポジションを見直すのは憲法の規定からして論理的であ

る。アフリカーンス語が母語である人々はまた、TVはベンタ、ンデベレ、シャンガーン

のように全くカバーされない言語があることも無視している。全国言語プロジェクトのネ

ヴィル・アレクサンダー氏はこう言う。「言語は、搾取や抑圧だけでなく、権力を得る道

具ともなります。したがってアフリカーンス語の地位を一且低くすると、特権を持ってい

たアフリカーンス語圏の人々の地位もかわることを意味します。」

言語の持つ力というのが問題の根本だと墓調する。AZAP O（アザニア人民積構）の

スポークスマン、ゴモレモ・モカエ氏も次のように語る。「地元のテレビで自分の言葉が

排除されて放送されたら、人々にとっては平手打ちをくうようなものだ。どの言語も、発

達していかねばならない。」公用語として英語を選んだナミビアだが、ナミビア言語協会

の八一レツクージョーンズ氏は、対立を避けるためにはよかったが、「英語は人々を富と

権力から排除する危険がある。」と言う。「言語は意志決定機関に誰が参加し、しないか

に大変な影響を持つ」

モカエ氏はまた、南アでは英語が

より共通語としての特質を持ってい

るが、大多数の人々にとって英語の　　　　南アの言語共有華

知識を十分に持つことは達成しがた

いし、非現実的であると語る。英語

は第二言語として使われ、一万でア

フリカ言語もできるだけ急いで発展

させるべきである。憲法の第三章で

は、言語の権利は平等であると規定

されれている。これがアフリカーン

ス語に有利となっているのである。

人々が自由に意志表現できる言語の

選択への闘いは、まだまだ続きそう

だ。

（8／5「州エタン」）
資料：MRA（7／31rサガ十，イム丸）
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◆　同性愛の権利を認めさせようという闘いが再開した。南アの同性愛人口は約400万

人と言われる。毎年川月、全国から集まった同性愛者のデモが、ヒルプロウからプランフ

ォンテインまで行われるが、今年は、初のゲイ／レズビアン映画祭もやった。暫定憲法内

の－性を理由にした差別は遠浅である■　という条項は、彼（女）らの問題を半分は解決し

たようである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7／13「リサエタン」）

◆　政府はエイズ対策の予耳を10倍の4200万ランドに増やす。南アでエイズウイルスに感

染しているのは去年までに60万人に達したと言われる．　　　　　　　　（7／Zrスター」）

◆　2DE＝こ要を撃ち殺して白分も自殺した武器商人ダンク・ストップベルグは、1980年の

米大統領選挙前におこったイランの米大使館員人質事件に関係していたという○ストッフ

ベルグは、武器取引の詐欺容疑で警察の手入れが入った時、南アを逃げて88年ドイツに向

かった。しかし、アメリカ人の税関役人に10DOTのピストルを売ろうとしたかどで逮捕さ

れた。91年11月米に引き渡されたが、92年、レーガンープッシュチームがイラン人と組ん

で大統領選前に人質を解放させず、当時のジミ【カーター大統領再選を阻止した陰謀の情

報を提供したため釈放された。英ヒースロー空港で尋問された時、ANCメンバーのリス

トを持っていたという。ヨーロッパの反アパルトヘイト活動家に対する妨害事件にもかか

わっていたという。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7／22「ストJ）

◆　ウオルタ▼・シスルANC副議長（82才）は、今年で引退し、若いメンバーにあとを

護る。シスルは8人の子ども、23人の孫がいる。タポ・ムベキ（第一副大統領）とシリ

ル・ラマポサ（事務局長）の“No2争い”緩和の目的でこの役職についた。「自分が26

年間刑務所にいる間、家族を面到みてくれた妻アルベルチナに感謝している。子どもたち

が今あるのは、彼女のおかげだ。彼女を誇りに思う。」　　　　　　（7／24「沖イルス」）

◆　SA】∋C（南ア放送局）は、アフリカーンス語の放送を今後TVlチャンネルでやめ

るかどうかという議論をしているが、それは歳入によるという。管理嚢展会は、SABC

の言語政策をアフリカーンス語主流からCCVチャンネルのように多言語にすることを望

んでいるが、それはのちの役員会でも話し合われる。SA】〕Cによると、放送ライセンス

を支払っているのは47％がアフリカーンス語図、41％英語圏、12％が黒人という。

又、SAl∋Cの収入は39％がアフリカーンス語臥　29％英語臥　31％が里人からで

ある。スタッフは、事前の相談なしに重要な間贋をマスコミにもらしたことに不満を持っ

ている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7／26「ビジネスデイ」）
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アフリカーンス語をおとすかわりに、CCVチャンネルにもアフリカ▼ンス語を入れる

という妥協案も捏奏された。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7／31「すげ－タイムズ」）

◆　Brakpanの個人所有の飛行場を、ホームレス3万人のための低廉住宅建設プロ

ジェクトに利用しようという動きがあったが、保守党の支配力の強い町議会が140万ラン

ド（約4D80万円）で土地を買い上げてしまった。故オリバー・タンポ家と西アフリカの土

地資産開発会社が6000戸の住宅と学校、クリニックの建設を予定していた。飛行場は役所

用になるという。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7／31「サンデータイムス」）

◆　英ビジネス界は約70億ランドの貿易援助を行う。4月選挙以来最高の支援額となる。

「ソウェト・イニシアチブ」はタウンシップ主導のプロジェクトの原形となる。タウンシ

ップの企業家にマネジメントのコースや技術訓練を英で行うという。　　　け／28rスター」）

◆　ジョー・スロボ住宅相は前の週に銀行は低廉住宅プロジェクトで一般市民がローンを

受けられるようにすべきだ、もしいやなら法律化してでも積極的に促進していくべきだ、

と述べたことに対して、国民党が反論した。「ANCは、まだ社会主義方針をすてていな

いようだ。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7／26「ソウェタン」）

◆　ウイ二一・マンデラ文化次官は大臣のベン・ングバネ（I FP）を批判して、省の合

理化方針などに関しては何の相談も含意もない、とした。　　　　　　　（7／26「スター」）

◆　去年、南アは4億8840万ランド相当の武器を輸出した．兵器産業アームスコールによ

ると、そのうち3億2648万ランド分が中東へ、3160万ランドがアフリカ諸国、4338万ラン

ドヨ」ロッバ、381q万ランドアメリカ（南北）、4100万ランドが極東へと売られた。

（7／28「スター」）

◆　南アは、自国の文化や音楽が評価されない世界唯一の国にちがいない。新しくなった

「トヨタトップ20」（午後6時から始まる音楽番組）を見てそう思った。司会のローレ

ンス・デューベとクレオン・カシティはリラックスしてよかったが、流されたビデオは南

ア社会から遠く離れたところからだった。「トヨタトップ20」からはアメリカニズム、

酉アフリカ音楽しかでてこない。「番組に対してグローバルなやり方をしていきたい。文

化交流的な音楽番組をつくるのが目的である。黒人とか白人とかのためではなく、音楽を

愛し、最新のものに耳をかたむける人たちのために。」と、プロデューサーのプリ二カ・

パーサーは言う。しかし、アメリカのリズム＆ブルースで独占された番組が、どう文化交

流的なのであろうか。サリフ・ケイタのビデオを流すのなら、なぜチコとブレンタの新し

いCDを紹介しないのか。パイエティ、プシ・マラセラ、ムズワケ・ムプーリも。これら

のミュージシャンの唯一は“罪’は、南ア人だということらしい。不思議なことだ。トヨ

タはこの国で流通している日本の製品である。日本や南アの音楽が「トヨタトップ20」

で流された方がいいのではり　　　　　　　　　（エレオット・マカヤ，8／15「叩エタン」）
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（これに先立ってミュージシャンの一団がSA】∋C（南ア放送局）前に集まり、やはり

自分たちの音楽をもっと放送するべきだ、さもないとSABCの受信料を拒否する、と訴

えた。この論争は今も続いている。「トップ20」かどうかは定かではないが、他の番組

でもアフリカ飢餓救済のためにうたわれた「ウイ・ア一・ザ・ワールド」や、ジグソーの

「スカイ・ノヽイ」など、かなり昔のプロモーション・ビデオなどを読していることもあ

る。それは、ラジオも似たようなもので、アフリカ言語で放送されるものはまだいいとし

ても、英語の局では南アの人気ミュージシャンの曲は少なく、もっぱらビリー・ジョエル

やクイーンなどが流されている。）

◆　288人強という最大の貿易使節団がマレーシアから訪れたが、労働者の振りあげるこぶ

しに出くわすことになった。南ア衣料製造労組（SA CIDthlrg and Textlle Worker■＄

UnlOn）は、組合は外国貿易の重要さをもちろんわかっているが、しかし労働者を犠牲と

するものであってはならないという凸　ケープタウンの国会前でSACTWUメンバーが配

ったビラによると、マレ1シアの衣料労働者は時給4．36ランド（約120円）しか払われて

おらず、南アでは7．68ランド（約　220円）であるという。SACTWUは、自国の労働者

に－生活賃金”を払っていないマレーシアは貿易協定を結ぶべきではない、としている。

SACTWUは又、マレLシアのペナン・ウェレズリー州織物衣料労組と関係を保ってき

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8／12「ゾウェタン1、8／13－14「ウイークエフFスト11

◆　デクラーク第二副大統領は議会で昨日、前政権は暗殺部隊など持っていなかった、そ

のような行為は自分が大統領だった政府では受け入れざるものだ、と答弁した。ANCの

トニー・イェンゲンが、警察幹部数人の停職処分は、暗殺部隊へのかかわりがあったから

かとの質問が出たためだが、デクラークは「いくつかの例では∴　任務を越える不法な活動

をした者もいた」とした。「前政権が暗殺部隊を政府として雇っていたということには覚

えがない」「人々を殺す計画で前政確が不法行為をしたことなど、知らない」「前政権の

承認のもとに行われた不法行為など、知らない」と言った。　　　　　　（8／25「シチズン」）

◆　南ア進出企業の行動規約を作ったレオン・サリバンは、87年にビザを拒否されて以来

初めて南アを訪問中だが、記者会見で投資と教育の促進に最善を尽くす、と述べた8「ポ

スト・アパルトヘイト・サリバン綱領プラン」は、今後6年間で、教育・訓練プログラ

ム、社会的責任をもった米企業の再投資に力を入れるものだ。金額は1000万ドルにのぼ

る。サリバンは、南アの教師をトレーニングする教師の派遣、学校　300校建設などを申し

出ている。又、歌手のティナ・ターナーなども、学校建設に熱心で、建物はアーチストの

名にちなんでつけられる、という凸　サリパンのプランは米匡際開発局（USAI D）に支

援されている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8／26「スター」）
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女性・子どものページ

南アフリカでは今、赤ちゃん（新生児～1才半くらい）が次々と誘拐され、大変な騒動

となっている。いずれもクリニック、病院などでおこっている。病院の磯鼻のふりをして

近付いた女性が、赤ん坊を検査、診察に連れて行くと言ってそのままどこかへ行ってしま

ったり、親しげに母親に話しかけ、お手洗いやちょっと物を買いにいく間に子どもを見て

いてやると申し出て、その間に消えてしまうといったバターンだ。白人居住区でも黒人居

住区でも起こっており、生後三日もたっていない赤ちゃんを連れ去られたノヽンクー夫妻

は、5万ランド（約150万円）の報償金を提供すると呼びかけ、ポスターもつくり、新聞

・地元の商店街に出している。

ソウェトでも生後間もない赤ん坊が誘拐され、18才の母線、モイロワさんとその親戚ら

も子どもを取り戻す決定的な情報を持つ人に108Dランド（約3万円）の謝礼を出したい、

としており、貧富の差にかかわりなく、被害にあった親たちは必死だ。幸い、モロイワさ

んの赤ちゃんは、不審な女性の家を警察が授査した時に発見された。南アには、ハープな

ど“自然の藁●を調合して伝統的な医療を行う‘‘サンゴマ’がいる。母親たちがひどく恐

れていたのは、子どもたちがそのMu tl（ズールー語で　H薬”の意味）の研究材料にさ

せられるのでは、ということだった。

4月の選挙中、家を留守にしていたとき子どもの面倒をみてくれたエリザベスさんも、

病院ですらこんなことがおこるのだから誰も信頼できない、と言ってきた。彼女の末の子

（5才）が外に遊びにいく時も、謹かが誘拐してしまうのでは、と内心気が気でなくな

る、と．実際、日刊紙『ソウェタン』にもソウェトなど黒人居住区を中心とした催しもの

のニュース、葬儀、そして行方不明者を探す楠がある。15才、16才くらいになると、家出

した可能性もあるだろうが、乳幼児が姿を消してしまうというのは、やはり大人に連れて

いかれた場合の方が多いだろう。誘拐は決して今に始まったことではなく、社会的に不安

定なタウンシップでは日常茶飯事だ。新生児の誘拐が目立つので、今、改めて注目されて

いるのである。

このようなことが続くと、隣近所助け合う文化まで破壊されてしまうのではないだろう

か。南アの人は、赤ん坊に対してとてもフレンドリーだ。私も、街に行く時、コンビ（乗

合いタクシー）の中で赤ん坊が泣き出したりすると、オバサンたちによくあやしてもらっ

たりした。「へ～ィ、ベイビー、滋いちゃだめよ」と、みんなで子どもに話しかける。超

清見のコンビの中、赤ん坊を後ろの席や前の席に渡し合ったりしたものだ。買い物、散歩

をしていても、何人もの人がハロー，ノヽローと声をかける。だが最近は、コイツはうさん

臭い、などとつい観察してしまったりする。更に実際、タウンシップあるいはジンバブ

エ、モザンビークからも子どもを誘拐して白人の農馴こ売りとばすというのも多い。2回

に渡って少女売春の記事を載せたが、ある黒人の友人は、「きっと何かシンジケートみた

いなものがあって、少女たちを組織的にヨハネスブルグに連れてくるシステムがあると思

うよ」と言っていた。

新しい凶づくりに挑戦している南アだが、何ともイヤな社会になってきてしまっている

ような気がする…。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（T）
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くソウェトには遊ぶところがない〉

タウンシップの青年のこんなつぶやきが、あるとき新聞に載った。ソウェトに行くと、

子どもたちが遣躇いっぱいに広がって遊んでいる。タウンシップには、「公園」というも

のがほとんど見当たらない。いわゆる空き地みたいなものはあるが、やはり空き地であっ

て、そこにあるのは捨てられた空き缶、チキンの屑、トウモロコシの芯などゴミだけだ。

しかし、郊外のいわゆる白人居住区へ行くと、公園はコミュニティの中にちゃんとつくら

れている。ス′くり台やジャングルジム、フランコ、プール、小動物・・、こういうものが

あってはじめて人々がリラックスできる公園といえるだろう。青年は、タウンシップでは

土日に行けるのは教会だけ、子どもや若者が人間らしく育つにはレクリェーションの場が

必要と訴えた。全くその通りだ。私たちの住むイエオビルにもちょっとした公園があるの

だが、イヤなことは犬のフンだらけでおちおち芝生にもころがれないことだ。最近特にヒ

ドイと患うが、他の郊外の公園も似たようなものだ。イエオビルの公園にもホームレスの

人々がけっこう多い。仕事もお金も家もなく、毎日を案じているのに、せめて公園で物思

いに耽りたいと思っても、この汚さでは彼らも頭にくるに違いない。しかも、白人たち

は、警察犬のようなばかでかい犬をつながずにいるからたまったものではない。タウン

シップに公園があったら、そこは毎日子どもたちで一杯で、遊び場も激しくあらそわれる

だろう。しかし、郊外の公園はけっこうすいていて、子どもたちは自分の自転車をもって

きてたり、ポール遊びをしたりする。それに白人の家にはたいがい広い庭があるから、あ

まり公園までくる必要のないこともあるだろう。　　　　　　　　　　　　　　　　　（R）

一部2ランドで売っ

ている女性のための月

刊誌。識字（英語）教

育も兼ねてやさしい英

語で書かれているので

日本でも高校′－大学く

らいから読めるはずで

す。南アの女性がかか

えてる様々な問題一避

妊・中絶・エイズなど

健康のことや、女性の

政治参加、ポルノ、レ

イブ…－、そして、他国の女性の権利に対する闘いも取り上げられている。南アのい

ろいろな分野で活躍しているり【ダーも登場する最新の8月号では、6ページで取り

上げた“The Llne”にメインキャスターとして出ていた女優の視点が紹介された。南

アの女性たちは、どんなことに悩み、喜び、泣き笑いしているのか伝わるだろう。

【適格先】S P EAK P＿O BOX　556　　J H B2000　Sotl址AfrlCa

TE L（机1）836－502t）　　　FAX（011）836－6864

※年間購読料は80米ドルだそうです。（個人購読の場合）
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物価のはなし　⑥ 薬・病院

南アの案はけっこう高い。萎局によって同じものでもかなり差があったりするので、親

切で妥当な値段でモノを売っている薬局を探しておくのは大切なことだ。いい加減なとこ

ろもあるが、南アの薬剤師さんたちはけっこう丁寧だ。客のほしいものを何でも売ればい

いというのではなく、例えばかえって薬など使わない方がよい時は、その点をちゃんと説

明してくれる。赤ん坊の頭にフケがこびりついていた時、本で読んだ何とかという薬品を

翼おうと思ったら、薬局の人は∴　むしろよくシャンプーして3か月たつのを待てばきれい

になると言ってくれた。

日本のバファリンみたいな貌痛秦パナドーは、20錠入りで6〈ノ8ランド（1ランド約27

＿5円）。カゼ藁やのど痛のシロップ、セキどめシロップなどになると、どうしても20～30

ランドはする。カセをひいて医者にいくと、やはり2種類くらい藁を買うようすすめられ

るのて何だかんだと40～60ランドはかかってしまう。

個人の医院に行くと診察料は45～6Dランド。公立の病院だと、もっと安いかもしれな

い。個人の産婦人科医はとても高い。初診療150～180ランドて、二回目からは70～100

ランドになる。去年、出産後にした子宮ガンテスト80ランド払わねばならなかった。公立

のベビークリニックは無料だ。イエオービルのクリニックも無料だが、開いているのは火

・木のみ。急病になったら、やはり個人医のところへ行かねばならないが、イエオービル

が火・木であるかわりに、となり町では月・水・金にやっているというかんじになってい

る。ビタミン剤や、時には粉ミルクも無料でくれたりする。ベビークリニックにはたいが

い家族計画相謹皇がとなりにある。子どもが6ケ月の時、セキが止まらなくてヨノ＼ネスブ

ルグ病院に一晩入院したが、508ランドもとられたのにはピックリしてしまった。海外で

保険がないというのは幸い、とこの時はしみじみ…。公立なのでもう少し安いと思ったの

だが－。

去年出産した時はプレトリアの、やはり公立病院だったが、定期診察は10ランド、6日

間の入院日が74ランドと、300q円にも満たなかった。これには訳がある。出産時世話に

なって訪日経験のある友人と南ア警察へおもむき、「私はこの国に夫も家族もいなく、出

産で頼りになれるのはこの友人だけ」との主旨の誓約書をつくった。事実、ロドリックは

ジンバブエからなかなか来られず、両親は日本にいたのでウソではない。このため、私は

金銭的に余裕のないグループに入るとレッテルを貼られ、いろいろ配慮されたのだった。

他の公立病院で同じシステムがあるのかは知らないが、プレトリアの町の病院は、「白人

のためなら」ある程度のことには日をつむってやるというかんじらしい。実際、警察は私

のパスポートさえ見なかった。ちなみに、ソウェトのバラグワナ病院で出産した当時16才

のシャーロットの入院費（4日間）は、8Dランド以上だった。（私は彼女に、この名誉白

人の恩恵のことを決して言えない。〉
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今、南アフリカの選挙と私たち
－草の根の声を求めて－

4月24日　　巳本カトリック会館にて

第二部　パネル・ディスカッション　（診

（4）須関　知暗　（アフリカ行動委員会）

アフリカ行動委員会の須閑です。アフリカ行動蚕員会は非常に歴史が古い市民運動グル
ープで、僕自身が参加するよりも20年も前から南アの問題を考え続けてきました。そうい

うグループにいる者として、今日は、今度の選挙後の倹たちと南アとの関わりあいを考え

ていきたいと思います。

まず選挙に関して最初に言いたいことは、いろいろな問題があるにしてもこの遠挙を高

く評価したいということです。選挙の後すぐにバラ色の南アが生まれるとは誰も思ってい

ませんが、それでも、この選挙を喜びたい。

この選挙によって非常に大きく変わります。南アが変わるとともに、南アを取り巻く世

界も変わると思います。どういうことかというと、要するにこの選挙の後、南アは普通の

国になるわけです。これまで、南アは非常に強い関心をもってマスコミからみられていま

した。南アやアパルトヘイトの問題を語るということは、単なる情報だけではなくて、必

ず道義的な関心や正義を伴っていました。アパルトヘイトに反対するにしても、賛成する

にしても、です。ところが、今度の選挙によって制度的なアパルトヘイトは解体するわけ

ですから、本当に普通の国になるわけです。さきほど白戸さんの話に汚職の問題が出てき

ましたが、これは他の国だって同じようなものです。南アが普通の匿になったとき、まわ

りの、つまり僕らが南アを見る目が変わっていきます。ではどういうふうに変わっていく

のでしょうか。

まず一つは、もうきれいサッバリ忘れてしまう人たち。南アはもういい、終わった、

と。特に南アを世界でもっとも悲劇的な場所だとして関わってきた人たちは、選挙のあと

に絶れてしまうでしょう。もっとホットで熱っぽい場所を求めて。そこに残酷なアパルト

ヘイトがある、だからそれを見たい、などと言っていた人たちはもう興味を失うでしょ

う。「反アパルトヘイト観光ツアー」などという言葉をよく使うのですが、南アに数カ月

滞在して、自分は大変な経験をしてきたんだと本を書いて売ってきた人たちがたくさんい
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ました√日本に掃ってから運動するわけでもなかったそういう人たちは、今どこにいるの

でしょうね。

二番目の人たち。これは企業です。この人たちは】貫しています。なぜ一貫しているか

といえば、それは“お金●　だけだからです。アパルトヘイト体制下で経済交流するなと言

われていた頃も、彼らは儲かるなら商売するわけです。政府が何と言おうが。今度は積極

的に経済活動してくれと政府からいわれても、儲からないならやらないわけです。儲かる

か、儲からないか、それだけが行動基準ですから一貫しています。これからも、それだけ

の基準で彼らは南アと付き合っていくことでしょう。

三番目は、ごく一般的な第三世界諸国に対する援助、支援の対象国として考えるように

なる人たち。道義的な関心ではなく、援助、支援だけで南アと関わったいく考え方です

ね。

四番月は、政治制度としてのアパルトヘイトを解体しても、実態としてアパルトヘイト

が今後どうなるかに関心を寄せ続ける人たちです。さきほど白戸さんが異人たちは創造力

がない、抽象的な思考力にも欠ける云々と発言して、渡壁さんもプープー言っていました

が、アフリカ人たちのこういう現実こそアパルトヘイトのマイナスの遺産なのです。これ

以外にもマイナスの遺産はたくさんあります。土地制度の問題、盲の不平等の問題、ここ

らへんは10年、20年で解決できる問題ではありません。しかも、階級対立の問題とかに単

純化できる問題でもありません。こういうアパルトヘイトによって生み出され、これから

も続く負の遺産もまた僕はアパルトヘイトと呼び続けたい。ならば、これからも南アと関

わり続けていくはかないと考えるのが四番目の人たちですが、僕自身もここに含まれると

患います。

では、どうするのか。草の根という言葉が頻繁に使われますが、政治制度がどうなろう

と、法律面でどう変わろうと、実態としてのアパルトヘイトがあるかないかの判断は、草

の根の人たちの生活が判断します。実態としてのアパルトヘイトをもっとも重く反映する

のが草の根の人たちだから、僕らはそこにこだわるのです。AN Cが支配政党になって

も、草の根の人たちが即ハッピーになるわけではありません。真実を見抜く力をもってい

るのが草の根の人たちです。ですから、たとえばJ VCの皆さんが草の根の人たちと具体

的な関わりあいの中で支援を考えているのはとても素晴らしいことだと思います。

行動委員会とは別に僕個人として強い関心をもっているのは、情報の問題です。ここの

会場にも何人かマスコミの方が来ていますね。おそらく個人としては関心が続いていくで

しょうが、マスコミとしての報道はこれから一気に下火になるはずです。今も連日のよう

に報道されていますが、選挙が終わり新政権が誕生した時点で下火になるはずです。それ

から半年もすれば、南アのニュースは出てこないでしょう。新聞を虫メガネで探しても出

てこない、そうなることは員に見えています。では、どうするか。情報が流れなくても現

実はあるのですから、やはり僕らはそれを知らなくてはならない。マスコミの役割は大切

だと患いますが、それとは別に草の根のメディアを僕らは作っていきたい。革の億の人た

ちの視点に立って、ねぼり強く持続した報道をするメディアです。それを作ることによっ

て、政治制度がどうであろうと、マスコミがどう変わろうと、某の裾の交流が広がってい

くと思うのです。



第三部　参加者とのディスカッション　①

【参加者A】白戸さんの話は、起爆剤というか問題提起としては十分に意味があったと思

います。やみくもに絶望するのでなくとおっしゃったのですが・あなたから得た情報は非

常に絶望するものばかりでした。唯一、今後希望をつないでいけるかなと思ったのはゝ54

000というNGOがあるという請でした。その54080という団体の中で、いったいどれく

らいがアクティヴに活動していて、また、ご白身がその人たちとどういうつながりをもて

ると推測なさったのか、その辺の話が全然ありませんでした。確かに＼犯罪があることも

事実でしょうし、危ないということも事実でしょうが、そこばかり強調するというのでは

なく、もう少し配慮ができなかったのかなと思いました。例えば、クリエイティブがない

とか、抽象的思考がないとか言いますが、私どももいろいろなことをオーガナイズすると

きに∴プロジェクトをプランする人は本当に数が少ないのです。プランする人以外はクリ

ェィティヴが育たないという言い方は問題があったと患いますQ

【司会】ありがとうございます。そこのところが尻切トンボみたいになっていたので・白

戸君の展望みたいなものもぜひ話してください○

【白戸】ます、この50分という時間の制約に苦労したというのが本音です。しゃべり続け

れば1ケ月かかっても終わらない南アの問題を、50分で的辞に伝えようとすると非常に言

葉を選ばなければなりません。それから、一言の中にいろいろなことを凝縮させてしまわ

ざるをえないので、それでかなり絶望的な気分を持たれたのかと思います0

南アの540MのNGOということについて、どのくらいの数が活動的にやっているかと

いうことですが、これは率直に申し上げてまったく未知数という以外に答えようがありま

せん。54000という数は、民間のシンクタンクがありとあらゆる情報網とか学者の論文、

いろいろな間き歩き調査を通じてこつこつと集めた数字から、これぐらいNGOがあるら

しいとコンピューターではじきだした数なのです。何かの登録団体みたいに登録してある

数ではありません。情報を総合したうえで出した、統計数学的な数字でしかないというこ

となのです。ただ、NGOをみる場合、規模においても、活動内容においても、いろいろ

なレベルがあるので、そういうのをいくつか拾っていきますと・例えば・カギソトラスト

という団体は非常に大きなものです。1986年設立で、ECの肝入りです。ECの対南アフ

リカスペシャルプロジェクトという経済政策と平行して進んできたわけですが、それを‾

手に引き受ける形で資金を受けています。仮にNGOピラミッドがあるとすれば・カギソ

トラストはピラミッドの下のほうのNGOに資金を分配するところです。そのカギソトラ

ストと双璧なのがIDTで、これもカギソトラストと並ぶくらい大きなNGOです。国民

党がイ二シアティヴをとって設立したもので、理事の半分くらいが白人です。ここの予算

は日本円にして　600億円。それを使って1991年から93年にかけて、早魅対策の一連のプロ
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ジェクトをやりました。運河を作ったり。その　600億円近い資金を使う際に、現地の組織

を使っている点でやり方はカギソトラストとよく似ています。このカギソとI DTという

大きな資金配分を行うNGOを中核として、その下に小さなNGOが山のように広がって

いるという感じです。なお、NGOダイレクトリーというものがあって、ここに　400程度

のNGOの活動や理念が出ています。これらのNG Oは、住所や電話番号、活動内容を社

会や人様にお出しできる程度のNGOと考えていいかと思います。他にもNGO電話帳と

かタイリクトリーがあります。

【司会】白戸君、ちょっと待って。多分、“箱’についての質問ではないと患うよ。要す

るに、あなたが出会ったNGOの中で何に展望をみたか、という質問ではないのかな。

【白戸】NGOの中でそのことに答えるように努力しますが、南アの場合、資金だけを出

すという形のNGO、そしてその資金を使う際のいろいろなマネージメントだとかをやる

スタッフのみ送る側面支援という形の活動が非常にさかんだという印象を受けました。そ

こにどう関わっていくか、私自身どう関わっていくかは、正直言って考えあぐねていま

す。ずっと悩んでいる問題です。

【司会】やっぱり、ピントまだズレているんだよ。そういうことではないんだよ。

NGOが　54000あるというのは、他のアフリカとくらべて非常に活発なんですよね。も

のすごく矛盾もあります。マネージメントで苦しんでいる人たちもいるし、いろいろなこ

とで苦しんでいる人もいるけれど、ここに私たちは展望を見出そうとしていて、だからさ

きほど話をした渡壁さんもみんなつながろうとしているのかな。いっぱいNGOがあると

いうことよりも、歴史の中で苦しめられてきて立ち上がろうとしてきたことを語撞的に評

価しようとしているわけです。

矛盾があるということは皆さんよく知っていると思います。そうではなくて、それを乗

り越えようとしているのだから、あなたはどうやってそれにつながりたいのですか、と問

われているのでしょう。

【白戸】どういうふうにつながりたいのか、という言い方が抽象的でよく分かりません。

具体的にお金を出してつながるとか、そういう方法ですか。

【司会】そうではなくて、私はこのNGOがすごい、このNGOだったら手をつなげる、

なぜこのNGOがいいのか、とか言えばいいのですよ。

【白戸】ああ、本当に個別的にですか。

【司会】まさに、それが訊かれていることです。J VCはなぜ何故ジェフスビルを選んだ

のか、スラムはいっぱいあるのに何故ジェフスビルなのか、そこのところをバッチリ言わ

ないと。主体として関わる、その関わりあいを問われているのだから。

t自戸】まだ具体的にのみこめなくて申し訳ないけれど。

【司会】これはいいや。これからのみんなの話からだんだん出てくるから。そうしたらだ

んだん明確になってくるでしょう。

さきほど、援助の方法が出て含ました。そこのところをもう少し皆さんと議論していき

たいと居います。高校生の大西さんも自分の問題としてアフリカとつながろうとしてきま

した。向こうの選挙が終わってもまだ関わっていくのですが、そこには教育の問題もある

と言っていました。会場にいる方も、パネラーの方もざっくばらんに発言していただきた

いと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『次号に続く



彼等が奪われてしまったものは

了丁こ拝こさき挿寸

先日、自戸さんの帰国講演の時、彼は「南アの黒人にはクリエイティビティが無い」と云いまし
た。私は、（確かにそうなのだろう）と思って聞いていました。だから、シンポジウムの時に「そん
なことはない」という反論が出た時、（そういうこと云ってるから駄目なんだよ）と、がっかりしま
した。その上、パネリスト等にも「自分にも、日本の子ども達にも無いよ」という声が出るに至って
は・。それとこれとでは、情況が全然逢うと思います。それを聞き取らなかったう、彼が話をした意
味が無い、とも。
私は英語ができません。でも、簡単なことを読み、書き、聞くことができます。仏・独・西語も思

い切りできないけれど、会話を聞けばそれが何語であるかは云い当てられます。私はアフリカーンス

を二つ知っています。－ヨハネスブルグ【と“アパルトヘイト”です。タウンでは、「こんにちは」
「ニイハオ」と物売りの黒人達に声を掛けられたことがありましたが、私のアフリカーンスと彼等の

日本語なら、同じ穫度といえるでしょう。彼等は、私達日本人がズールー語やアフリカーンスを話せ
ないように、又、そんな言語の存在自体を知らないのと同じように、「クリエイティビティが無い」
のだと思います。それは、彼等の生活から作為的に失われていったから。（もちろんそうでない人も
いるけれど、でもねって話なの。それで殺されたりしてきたんだもの。）

私はお金がありません。彼等もお金がありません。私がスワジ人の友人へ、タウンまで会いに来て
くれるようメモを託した時の返事は、「お金がなくて行けない」というものでした。彼の住むタウン
シップからジョバークまでのコンビ代14ランドが彼には無かったのです。そう、私のお金のないのと

敏等のお金がないのとでは、同じではありません。私達に創造力が無いというのと、彼等にそれが無
いというのとでは、その現状が全く適うのだと思います。彼等には、「自力で組織・遷宮してゆく能
力・経験」に非常に欠けているのだ、ということを知らないでいては、なぜそうなったのかというこ
とを追求できません。あまりの無さにガクゼンとしたことのある者でなければ、いったいどうしたら
いいのだろう、と悩み養うこともないでしょう。ここで、「同じ赤い血の流れる人間だ」と云うのと

同じような安易さで、「私達も彼等も同じだ」と云い切ってみせるのは、とても危険で現実を正視し
ていないと思います。『善意の誤解』としても、情け無い感が残ります。
私は、「日本は安全な国だ」と云われ過ぎているのが、あまり好きではありません。日本でも、殺

人やお金目当ての事件が引きも切らないのは、毎日のニュースにある通りです。これに流血ではない
暴力を数えたら、「日本は天国」なんてことばかり上げつうう気は失せます。ただ、日本における暴
力と南アのそれでは、その程度と頻度が極端に違うのだ、と理解しています。と同時に、そんなにも
暴力の横行している中で（政治的、でなければ流血事件の報道しか闇こえてこないけれど）、その地
で毎日を蕃している人々がいることを、心して見据えてゆきたいと思っています。南アでは、全ての
人が暴力をふるっているのではもちろんなく、一部の人達がそうしているのを員の当たりにしても、
自分運はそうはなるまいと、きちんと日々を送っている多くの人達がいます。そういう人々こそ、私
達に近い人々と云えないでしょうか。

昨年の短い滞在の最後の臼に会った友人の兄が云いました。「日本じゃ、南アの悪いニュースばか
りを聞いていろだろうが、どうだい、タウンシップ（ソウェト）は。良いところだろう。」私は思い

切り誘いて帰って来ました。】こんなにも彼（等）が愛し誇るタウンシップの、その造られた理由
と、未だ歴然と存在し続けている事実の上に立って一
本に書かれていることなんて、多くはそれが本になった時点で既に古いものになっています。情報

やデーターなんて、どれほど当てになるものか知れません。インカタはズールー人の組織かもしれな
いけれど、ズールー人の過半数はANCサイドですよね。でも、私が日、耳にした活字や報道の中
で、それを正しく述べていたのは、ほんの二～三例しかありませんでした。インカタはズールー人が
中心だとしても、“ズールー人・イコール・インカタ’ではありません。皆知っているはずなのに、
私より見識深く、私より南アを知っている方々が、どうしてその一言を付け加えてくれないのでしょ
うか。それがとっても気に障りますし、そのようなことを見つける度に、ここで伝えられているもの
が、他のことも含めてはたしてどれほど真実なのだろうかと、叫待った’を掛けたくなります。限ら
れた情報しか入ってこない南アのニュースだけ見ても、その伝えられたことの、何がどこまで真実を

告げているのかを、私達は慎重に見極めてゆかなくてはいけないと思います。だって、ズールーの友
人が云っていましたもの。「ここはもうターバンだ、ジョバーグじゃない。ここにいるのは皆がズー
ルーだ。皆がANCの味方だ。インカタはいない。危ないこともない。俺たちはエンジョイできるん
だ。」って。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投稿（4月28日付）
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南軍謬姻㊥風景
llll洋り　七一h

ヤン・スマッツ空港から降り立って急に寒さを感じた。蒸し暑い日本からきた私に

は南半球に位置する南アフリカを実感した瞬間だった。空港内の駐車場に向かう途

中、見知らぬアフリカ人から声をかけられる。「荷物をお持ちしましょうか？」「両

替を手伝いましょうかり」わずかなチップを手に入れるためのサービス業だ。慣れな

いことなのでめんくらってしまう。白人をはじめ空港利用者はトランクをのせたカー

トを患車場まで持出し、車につめこんだらカートをそのままにして行ってしまう。だ

れが片付けるのかと思っていると、アフリカ人たちがあちらこちらに点在していて、

カートを集めている。アパルトヘイトは終わったものの、アフリカ人が低賃金労働か

ら抜け出せない、白人優位のこの国の名残を感じた。

その他、ショッピングモールの駐車場での洗車のサービス、車道での新聞・国旗売

り。いずれも10代、20代のアフリカ人男性だ。ジョハネス′トーグ中心街の路上にはア

フリカ人の露店が多い。新聞、雑誌、果物、野菜を主に売っている。寒い冬も女性は

腰に毛布を巻いてじっと店先に座っている。路上にミシンを置いて服や靴のほっろい

を直す人もいる。これも立派な商売だ。

町の暮らしに不自由を感じることはあまりない。電気、水、下水は整っているし、

ショッピングモールに行けば何でも手に入る。日本食も専門店に行けば買うことはで

きる。不自由に感じるのは治安の悪さだろう。町の一部分が危険なだけでその他は一

人で歩いても大丈夫だが、好き勝手に行動することはあまりできない。それに加え交

通の便があまり発達していないので、車がないと行動できないといったぐあいだ。

ジョハネスバーグ中心街から郊外に日本をはじめ外資系企業が移転してきている。

治安の悪さによるものと思われる。郊外型のショッピングモールもたくさんできてい

る。中にはテーマパークのように地中海風ショッピングモールなどもある。週末にな

ると白人たちでごったがえす。ここではめったにアフリカ人はみかけない。比較的安



全な郊外に員を向けた、白人たちのための町作りのように私は感じた。

私がお世話になった南ア留学中の日本人のお宅はエマレンシアという旧白人居住区

内にあった。エマレンシアは町から15分程度の近郊に位置する。いわゆる中産階級の

団地だったが、平均200坪くらいでプール付きの家がほとんどでそれが2000万から30

80万円で購入出来るそうだ。日本でいえば高級住宅に値すると思う。各家庭には1人

ないし2人のメイドさんと庭師が雇われている。優雅な暮らしぶりだ。メイドさんは

離れに住み込みで働いているケースが多い。夕方、夕食の用意が終わったメイドさん

たちが道路の芝生で語り合っている風景をよくみかけた。メイドさんの月給は安い。

この頃は雇い主に賃上げの交渉をするメイドさんも出てきて改善されつつあるようだ

が、まだまだ低賃金労働から抜け出せない。

白人地区のりっぱな家々と緑の多さに比べて旧黒人居住区は茶色の世界だ。あまり

緑がない。ソエトなどは舗装道路、電気、水はある。家はレンガ作りで長方形の殆ど

同じかたちだ。ソエトの中でも高寂住宅街があって、マフィアやミュージシャンなど

は良い暮らしをしているようだ。日本人がソエトへ行くのも、ソエトの知り合い（ア

フリカ人）がいれば全く危険性がない。知り合いの日本人がソエトに行ったところ、

日本人がソエト内に来てくれたことを「ニューサウスアフリカだ」と歓喜していたと

言っていた。

滞在中に演劇を観に行く機会があった。「ジョジジョジ」（JOJiJOJi）というジョ

ハネスバークのニックネームを題名にした風刺劇だった。ジョハネスバーグの日常よ

くあるいろいろな出来事を面白おかしく表現している。見る人が見ればうなずけるも

のだったらしい。路上でのカードゲームを使って客を呼び寄せ、うまく恐喝してしま

う人たち、女を武器に窃盗をものの見事にやってのける売春婦。台湾人とアフリカ人

の商売対立。公園での宗教団体の食料給付の様子。男性10人のキャストで、歌あり

（ゴスペル）、踊りありの楽しいものだった。「ジョジジョジ」は町のマーケットシ

アターという劇場で上演していたが、その他でもいろいろな演劇や音楽ライブなどが

いろんなところでみられる。情報などは週末の新聞などで紹介されているようだ。

「ジョジジョジ」は日本公演も考えているようなので、ぜひ一度見ていただきたいと

思う。南アフリカというとアンチアパルトヘイト運動にかたよりがちだか、いろんな

南アをみていくのも楽しい。
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◇国際協力シンポジウム◇

新生南アと私たち
◆日時　10月8日（土）年後1時～

◆会場・総評会館

1994年4月、全人種が参加した総選挙が行われ、新生南アフリカが誕生しま
した○アパルトヘイトの完全撤廃が実現し、新しい国家建設に向けて大きな一歩が

踏み出されました。
アパルトヘイトの圧政に耐え、真に平等な社会をつくるために自らの命を顧みず

闘ってきた南アフリカの人々に対して心から賛辞を贈りたいと思います。私たちは

新たな南アフリカの出発を祝福し、ともにその社会づくりに協力していきたいと考
えています。

しかし、私たち日本人は過去30年以上にわたり、南アフリカとの経済関係を強

化することによって不名誉な「名誉白人」という称号を享受し、南アの黒人を抑圧
する側に立ってきました。今私たちは、過去の日本と南アフリカの歪んだ関係を正

して、今後どのように健全な蘭係を築いていけるかが問われています。今後の互い

の健全な関係はどうあるべきかを模索するために、私たちは1994年10月8日

（土）に東京で、「新生南アフリカと私たち」と思して国腰シンポジウムを開催し
ます。

『趣意毒より』

§108にむけて70レ企画として下記の公開講座を開催します§
－日程－

9／1（木）「これからの南アプリ山　　　講師　マヒール・R・ファンニーカク

●飯田橋セントラルフ○ラゲ11階　＜南ア7リカ共和国大使館一等香記官＞

7（水）　「南アフリカへの海外栗本」講師　　未定

●シ＼ヤ八〇ン・エ別か㌧・センター

14（水）　「日本政府の今後の南ア　　講師　　岩藤　俊幸

への協力」　　　　　＜外務省中近東アプリ丸帯アフリカ2課首席事務官＞

●飯田橋セントラル7°ラサJIZ階

22（木）「反アハDルト叫卜運動の今後」　講師　桶原　彰＜国学院大草文学部教授＞

●文京区民センター48会議室

28（水）「南ア帰国報告会」　　　講師　　高梨　直樹

●文京区民センター3C会議室　＜日本国隙ボランティアセンター南アフリカスタッフ＞

※全日程1900開始

◎参加費用　各￥500

連絡先－ノーノーノー／一′一ノー／－′一′一ノー／一′一／一′一ノーノー′－′一′－′一′－′一ノー′一′1

アフリカ日本協議会：〒110　台東区東上野ト20－6i

ミ　　　TEL。3＿3833「3真宗諾。3三品5＿。519ミ
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10月8日（土）プログラム

1300～14：40　第1部　　基調講演

『RDP（復興開発計画）の導入で変わる南アフリカ』

林　晃史（アジア経済研究所）
『南アフリカのNGOが描く社会作り～南アフリカのNGOミーティング報告』

尾閲葉子（アフリカ首本協議会事務局長）

15：00～18：00　第2部　　パネルディスカッション

『南アフリカへの協力を考える』
パネリスト　　福川正浩（外務省中近東アフリカ局アフリカ1課長）

南部アフリカ貿易懇話会役毘（調幣中）
南アフリカからの研修生（調整中）
国会議員（諷整中）
高梨直樹（日本国際ボランティアセンター）

ファシリチーター　長門真理（アフリカ日本協議会運営委旦）

主催　　アフリカ日本協議会　℡03－3833－3210

9／一卜14会場

飯田橋セントラルフqラサ寸
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・外務省が全藍の学校に配布したという「児童の権利に関する集約」（こどもの権利

条約）のポスターを見ました。どうせロクなものは作らないだろうと予想していまし

たが、案の定、明解な条約文をわざと不鮮明にするような蛇足文が付け加えられてい

ました。『こどものけんりじょうやくは、こんな幸せな世界を築くために、世界各国

がそれぞれ努力することを約束したものです。そのために大人も子どもも、地球に住

む仲間として、まわりの人たちのことを考え、道徳を守ることが必要です。そして、

日本の人たちのみならず外国の人たちも含め、人類全体の幸せを患い努力することが

求められています』。これはひどい。造型を進塗とすりかえたり、さりげなく日本の

人たちと外国の人たちを区分けしてみたりと、小賢しさが鼻をつきます。文部省など

はこれに論をかけて悪質で、徹底した無視の構えです。これがr官」なのです。「官

民協力」というけれど、「官」の実態を正しくみきわめることなく話をすすめるのは

危険すぎはしませんか。もちろん、その作業をすすめようとする人たちが南アの人々

を思う気持ちはとてもよく分かるし、一人一人は「官」の愚かしさをよく分かってい

るのだと思います。しかし、「官」や国家権力の愚かさ、怖さはいくら警戒してもし

すぎることはありません。敵が見えない状況だからこそ、私たちはなおさら慎重であ

りたいのです。r官民協力」の結果として、日本と南アの草の根の人々をなぎ倒すブ

ルドーザーになってしまっては元も子もありません。ましてや、これまでさんざんア

パルトヘイト体制を擁護してきて、未だに反省も謝罪もしない日本の財界と手を組む

ことなど真っ平御免です。マンデラ氏が南ア国民の和解を求めたからといって、私た

ち日本の市民がr官」や財界と手を携えなければならない必然性などありません。そ

もそも彼らの側に－協力▼などという言葉があるのでしょうか。－利用’されるだけ

です。もしも私たちが「官」や財界と話し合うとすれば、彼らを批判し監視をするこ

とだけが目的でなければならないと思います。NGOを非政府組織と訳すのが一般的

ですが、“反”の視座をもつ“非”を指向しない限り、御用団体化はまぬかれないで

しょう。・本誌は多くの協力者に支えられて編集しています。その協力者の一人に

黛まとデカ＞さんがいます。彼女は今年角川俳句質奨励賞を受賞した俳人で、ま

た、8月15日放映のNHK衛星放送『戦時下俳句の証言』というユニークな番組のレ

ポーターをつとめました。その黛さんが9月1巨＝こ句集『B面の夏』　を

刊行しました。アフリカとは関係のない本ですが、秋の夜長に新鮮な恋の俳句を楽し

むのもよいものです。角川書店発行980円です。おすすめします。・『松島特派員

を支える会』が出発当初の達成目標人数にようやく達しました。ご協力いただいた皆

さん、どうもありがとうございました。今後もご支援お際い致します。（Tom）
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