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9月1　7　日　　三　一テイ　ンクナ　「草炭告」

2　一つの課題と今後

9月17日に久々のミーティングを行ったので、その報告をLます。。

課題が2つありました。1つは「ニュースレター・8月弓」にも案内のある「国際協力シンポジウム‾新

生南アと私たち」（アフリカ日本協議会主催）の呼びかけに対して、私たちはどのようにそれを考え、また

それに参加していくかどうかということです。

第2は、「不自由・自由通信」というユニークな個人誌を発行している井上澄夫さん（私たちの鞄垂をじ

っと見つめている人でもあります）から、今直の自衛隊のルアンダ派兵について行動委員会への要望があり、

それに応え得るかどうかの検討です。言わば、いずれも外からドアを叩かれ、腰を上げたかたちになりまし

た（出席者一古橋、吉田、須関、新井、牛嶋）。

まず第1の課題について、アフリカ協議会の「趣意苔」から引用します。

「…・南アフリカは政治的平等は達成されましたが、アパルトヘイト政権下に築かれた社会的、経済的な

格差、不平等は依然として解消されていません0・‥・日本政府は南アの復興開発に13億ドルの支援を公約

し、日本は資金の領としては南ア最大の支援国になります。また、日本企業の南アフリカへの投票はアプリ

ヵ全体で5割を占めています。…・今まで多くの市民団体はアパルトヘイトに反対する解放運動を勧めてき

ました。しかし、一人一票制の民主的匡家が誕生した南アフリカの人々と連帯するには新しい論理と方法が

必要となっています。・＝・活動内容や速幕のあり方について、日本国内だけではなく、南アフリカ国内の侍

民組織や市民団体、海外の支援団体らすべてが転換朋を迎えています。今後の私たちは南アフリカの新政府

や市民団体とどのような関係をつくっていけばよいのでしょうか。この場でおおいに討議したいと考えてい

ます」。

侍にこのなかでも南ア国内外の「支援団休すへてが転換鯛を迎えている」という認識が按となって、互い

の連載の新たな展開を目指そうという提案が含まれています。いずれにしても、この時期に私たち白身がど

のように活動していくかは、協議会からの呼びかけがなくとも、きし迫った課題だ1たと思います。

以下が話し合いの「報告」と私見になります。結諒から言うと、私たちは今までと同じ姿勢でやっていく、

ということです。「行動委は今までアパルトヘイト下で苦しめられてきた草の根の人々とつながろうとやっ

てきたのだから、これからも苦しい生活を強いられる人、日本のODAにさえ踏みつぶされる人とつながる

運動をつくっていけるかどうか」ということになります。だからまず、日本の政府・外務省、そして企業〈

の監視を掛ナていくことを運動の基本としていきたいと考えています。13億ドルもの巨鎖の「開発援阻1

によって、アジア各地で多くの人々の生意を根こそぎ奪ってしまったような結果を再び招くことはないか。

またアパルトヘイト体制をがっちり支えながら莫大な利益を得て来た日本の企業が「新生南アフリカ」で労

働者の権利などを尊重する活動を本当に行うのかどうか・私たちは懐疑的ですD今まで何度となく政府・外

務省、国会議員、あるいは企姿人に会う機会を持って釆ました。その中で、アフリカの解放勢力やANCを

帽ヨ際法上、彼らはテロリストである」と呼び、8D年代半ばに各国が「経済制裁」を実施するなか、「7

0パーセントの黒人が経済制裁を望んでいると言うが、それも1つのアンケ‾トの結果に違いないでしょ」

と言い放つ者への記憶などは、そう簡単に消えるものではありません。「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英っ平御免」という姿勢を

とらざるを得ません。

そして、もう一つ私たちが発想の転換が出来ないのは、今までつくってきた運動のスタイルそのものにあ

ります。それは日本を訪れた南アの幾人もの人に「まず、自分速の解放のために、そしてアパルトヘイト体

制を支え私たちの陪審になっているものと闘って欲しい」と繰り返し言われて釆ました（これが出来なかっ

たから「名苦白人」の薫上も、「経済制裁」を実行させることも成せなかったのですか）。これは厳しい言
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薫ですが、私たちの遊動の柱になりました。まず私たちが生活者として生きる場での差別や矛盾に抵抗して

いくことが、南アの人々とつながっていける一歩になるのではないかと考え、行動して来たと思います。だ

から私たちが巨指した方向からは「援助」や「支援」という発想は生まれて来ませんでした。どうしたらア

パルトヘイト体制の加害者の立場にならぬようにするかを模索して来たのです。

改めて考えると、この「転換期」を待ちわびていたのは、今までアパルトヘイト体制を支える側にあった

勢力かもしれません。「今までのことはサッパリ水に流し」今度は堂々と「援助する側」なのだと胸を張り、

そしてまた「名誉白人」であったことを忘れ、大手を握って企業活動をするのではないかと思えます。変り

身の早いものは、流れに乗るのは実に見事ですが、その体質そのものを変化させることはないでしょう。だ

から私たちは今後も、日本のODAや企業の活動を監視していきたいと考えるのです。「転換期」というの

は私たちには当てはまらない言葉です。

したがって行動黍の今後の活動の桂は3点考えられます。日本政府のODAの在り方、及び日本企業の活

動をチェックすること、またそのためにも必要な松島、ロドリノク夫妻の活動基盤を強固にするための万策

をつくり出すこと、そして最後に「支援」と「交流」の独自な在り方を模索していくことです（この3点以

外にもあると思いますが）。

日本政府、企業のチエ．ツタなど今まで行ったことですが、けっして楽しく、明るい活動にはならず、運動

の鉱がりも期待できないものです。またこの課題に取組むには相当な人とエネルギーが必要です。ですから

一つ主の時間を設け、それでも活動の進展がみられない場合には、唐突な物竃いになりますか、会の存続を考

える必要があると私は思います。

次の自衛隊ルワンダ派兵について、井上さんの意見を蚤的させてもらうとそもそも今凶の「人道的な国際

救援活動」のための派兵には無理がある。医療団は民間の団体でも可能であり、「人道活動」のための「武

義携行」注明らかに矛盾する、生活物資は自衛隊でなくとも可能である等の理由で「派兵願望のみ先行した

今回の派兵策動に反対して強力な活動を開始されるよう熱望します」と要請されました。

しかし話し合いの結果、残念ながら今の行動委員会には氏の要請を受けて独自の行動をするだけの用意が

ありません。明らかに「国連常任理事国入り」に向けての空しいパフォーマンスでしょう。政治家の動きの

みが先行し全く民意を汲み取ろうとしない政治家の姿勢に焦りと憤りを強く感じますが、私たち独自の動き

はつくれません。ただ、基地・派兵問題などを地道にやっている方々と連絡を取りながら行動していくこと

を考えようと患っています。井上さんにはこれからも7ド′くイスをお敵いしたいと患います。

このルアンダ瀬兵といい、先の南アへの巨額の「復興開発」といい、「国家による援助、救援」というこ

とでは、1つにくくれる問題です。掛こ日本ではこのところアジア・アフリカ問題というと、「援助」「支

援」という発想が支配的になっています（山方でアジア・アフリカに関わる市民運動というと「援助」団体

という恩考回路を招いているのではないか）。これは「援助する側・される側」という関係の固定化となり、

「戦後の終焉」とその後に続く「大匡復活」（幻想）の道筋を容易にしているように思います。

私たちの想像を患えたスピードで、国とその支配者が「転換」と「変革」を突き進めようとしている時、

必要なのはこれらを監視していく私達の目と、（己への）内省によってはじめて生まれてくる、それこそ

「クリエイティビティー」と私には思えます。最後に月に二回のミーティングを再開することを報告します。

（年嶋　保夫）

問い合わせ先：畠中（自宅）3879－0969

行動委員会　SAFE SECTION事務所　03－5256－0716
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b y　松島多恵二子

ロドリック・マサラ

南アの犯罪と報道

前回、赤ちゃんの誘拐（Baby snatchlng）犯罪に触れたが、南アで長いこと注目されてい

る犯罪がまだある。“ステイション・ストラングラー（StatlOn Strangler，駅の絞殺者と

でもいおうか1●’と“ウィッチ・ルーニング川1tCh Burnlng．魔女焼殺）”である8前者

は、川才前後の少年を連れ出し、いたずら・暴行したあと殺害するというもので、ケープ

・フラッツ地域（Cape Flats）で88年代後半から今日まで、8年に渡り22人が犠牲となっ

ている。今年に入り一気に10人の少年が殺され、容疑者がつかまった。容疑者ノーマル・

ァフザル・シモンズは1000ランドの保釈金を払って釈放されているが、3月に死体で発見

された10才の少年の殺筈容疑で逮捕された。更に、シモンズが教師をしていた小学校の生

徒の件、ついでもう10件の殺人事件にも疑いがかかった。（ウイークエンド・スタ」8／13

－14）

しかし、起訴もまだされていないのにシモンズはもうメディア、一般大衆、区民覚の制

裁を十分うけていること、住民の怒りが最苗に達し、シモンズの逮捕が急がれていたこ

と、そして選挙直前に彼が逮捕され、選挙後に】自白仲の信惣性が始めて間われだしたこ

となど様々な疑問を投げかけた記事が、ウイークリーメイル祇（9／9－15号）に載った。共

同通信記者浅野健一の書いた『犯罪報道の犯罪』には・犯人でもないのに容疑者として実

名が報道され、その後の人生をとり返しのつかないほどめちゃくちゃにされた人々のイン

タビューなどが載っている。連続幼女殺人事件の宮崎勤さんも、そのいい例だろう凸宮崎

さんのプライベートな部屋までTVカメラが映したこともあった。シモンズも南アで最悪

の誤認逮捕の犠牲者である可離性がある。というより、もう十分に犠牲となっていること

は、彼の弁護士ヌマーン・ロングの言葉からもわかる。「彼はもうおわりだ0　シモンズに

は外の生活などはない。容疑者は有罪と証明されるまで無実なんて誰が言ったのか」（ウ

イークリーメイル）

選挙キャンへ－ンで、国民党からのケープ州首相候補のノ＼－ナス・クリール（前法秩序

大臣）は、「我々（国民党）がステイション・ストラングラーを捕まえた」としてケリを

っけようとした。囚人の投票権をどうするかとの問題が浮上してきた時、国民党はケープ

タウンの新聞にストラングラーの手配用似顔絵を載せ、こう広告を出してカラードをうな
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らせたという。「ケープ・ストラングラーが投票することなど、あなたは想像できますか

9　ANCとD Pならできる。」シモンズは38日間、精神状態の観察を受けたが、その間

も警察に尋問された。逮捕以来わずかな睡眠しか許されず、すべてを認めざるを得ない状

態に追い込まれた。裁判所は、シモンズの尋問を禁止すると命令した。シモンズ逮捕のタ

イミングが国民党のキャンペーンに大いに有利に働くものだったことは、多くの人々に指

摘されている。シモンズが拘禁されていたとき隣り合わせた別の囚人が、「彼（シモンズ

）は英国の女王のようなにおいがした。ホモであると確イ害した。」と証言したのを、マス

コミがスキャンダラスに報じた。たが、シモンズに関する多くの偏よった、誇張された報

道は、彼の知り合いにとっては信じられないものであるという。
“魔女焼殺”は、旧ホームランドのレポワを中心に、今年に入って70人以上が犠牲にな

っているという犯罪だ。やはり政治的に利用されることが多いらしく、ANC支持者と名

乗る若者たちが、よく答巌をかけられているようだ。例えば、きのうまで元気だった人が

突然頭痛を起こして死んだり（本当のところはよくわからない）、ある人が落雷にあって

死んだとすると、それし魔女の仕業である、その家族も一緒に殺そうということになって

しまうのである。これらの地域では、まだ多くの人々が魔女伝説を信じている。だが、
“ストラングラー逮捕”の件のように、誰かが背後で操っていることも考えられる、とい

離職酎封細出癖

テンピサを貫くメイン道路脇の壁にかかれている。
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9月1　7　fヨ　　ミ　ーテイ　ンク◆　「報告」

2　一つの課題と今後

9月17日に久々のミーティングを行ったので、その報告をLます。。

課題が2つありました。1つは「ニュースレター・8月号」にも案内のある「国際協力シンポジウム‾新

生南アと私たち」（アフリカ日本協議金主鮮）の呼びか〔＝こ対して、私たちはどのようにそれを考え、また

それに参加していくかどうかということです。

第2は、「不自由・自由通信」というユニークな個人誌を発行している井上澄夫さん（私たちの鞄垂をじ

っと見つめている人でもあります）から、今回の自衛隊のルアンダ派兵について行動委員会への要望があり、

それに応え得るかどうかの検汁です。言わば、いずれも外からドアを叩かれ、度を上げたかたちになりまし

た（出席者一古橋、吉日、須関、新井、牛蝿）。

まず第1の課題について、アフリカ協議会の「趣意書」から引用します。

ト．．．南アフリカは政治的平等は達成されましたが、アパルトヘイト政樅下に築かれた社会的、経済的な

格差、不平等は依然として解消されていません〇・・1・日本政府は南アの復興開発に13億ドルの支援を公約

し、日本は資金の額としては南ア最大の支援国になります。また、日本企業の南アフリカへの投資はアプリ

ヵ全体で5専Jを占めています。…・今まで多くの市民団体はアパルトヘイトに反対する解放運動を勧めてき

ました。しかし、一人一票制の民主的国家が誕生した南アフリカの人々と連帯するには新しい論理と方法が

必要となっています。…・活動内容や連帯のあり方について、日本国内だけではなく、南アフリカ国内の住

民組能や市民団体、海外の支援団体らすべてが転換期を迎えています0今後の私たちは南アフリカの新政府

や市民団体とどのような関係をつくっていけばよいのでしょうかヮこの場でおおいに討議したいと考えてい

ます」。

特にこのなかでも南ア国内外の「支援団休すへてが転換餌を迎えている」という認識が核となって・互い

の運動の新たな展開を目指そうという提案が含まれています。いずれにしても、この時期に私たち白身がど

のように活動していくかは、協議会からの呼びかけがなくとも、きし追った課題だ－たと思います。

以下が話し合いの「報告」と私見になります。結論から言うと、私たちは今までと同じ姿勢でやっていく、

ということです。「行動黍は今までアパルトヘイト下で苦しめられてきた草の根の人々とつながろうとやっ

てきたのだから、これからも苦しい生酒を酎－られる人、日本のODAにさえ踏みつぶされる人とつながる

連動をつくっていけるかどうか」ということになりますDだからまず、日本の政府・外務省・そして企糞へ

の監視を掛ナていくことを運動の基本としていきたいと考えています013億ドルもの巨額の「開発援助」

によって、アジア各地で多くの人々の生活を根こそぎ奪ってしまったような結果を再び招くことはないか。

またアパルトヘイト体制をがっちり支えながら莫大な利益を得て来た日本の企業が「新生南アフリカ」で労

働者の権利などを尊重する活動を本当に行うのかどうか・私たちは懐疑的ですd今まで何度となく政府・外

務省、国会議員、あるいは企業人に会う桟会を持って乗ました0その中で、アフリカの解放勢力やANCを

咽際法上、彼らはテロリストである」と呼び、80年代半ばに各国が「経済制奴」を実施するなか・「7

0パーセントの黒人が経済制裁を望んでいると言うが、それも1つのアンケ‾トの結果に違いないでしょ」

と割一放つ者への記憶などは、そう簡単に消えるものではありません。「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桑っ乎御免」という姿勢を

とらざるを得ません。

そして、もう一つ私たちが発想の転換が出来ないのは、今までつくってきた運動のスタイルそのものにあ

ります。それは日本を訪れた南アの幾人もの人に「まず、自分達の解放のために、そしてアパルトヘイト体

制を支え私たちの障害になっているものと関って欲しい」と繰り返し言われて乗ました（これが出来なかっ

たから「名誉白人」の返上も、「経済制裁」を実行させることも成せなかったのですか）。これは厳しい言
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菱ですが、私たちの運動の柱になりました○まず私たちが生活者とT－て生きる壕での差別や矛盾に抵抗して

いくことが、南アの人々とつながっていける一歩になるのではないかと考え、行動して来たと思います0だ

から私たちが巨指した方向からは「援助」や「支援」という発想は生まれて来ませんでした0どうしたらア

′りレトヘイト体制の加害者の立掛こならぬようにするかを模索して来たのです。

改めて考えると、この「転換朔」を待ちわびていたのは、今までアパルトヘイト体制を支える動こあった

勢力かもしれません。「今までのことはサツパリ水に流し」今度は堂々と「援助する側」なのだと脳を張り、

そしてまた「名巻白人」であったことを忘れ、大手を振って企業活動をするのではないかと監えます。変り

身の早いものは、流れに乗るのは実に見事ですが、その体質そのものを変化させることはないでしょう0だ

から私たちは今後も、日本のODAや企業の宿勤を監視していきたいと考えるのです。「転換期」というの

は私たちには当てはまらない言薬です。

したがって行動香の今後の活動の柱は3点考えられます。日本政府のODAの在り方、及び日本企業の活

動をチェックすること、またそのためにも必要な松臥ロドリグク夫妻の宿動基盤を強敵こするための方策

をつくり出すこと、そして最後に「支援」と「交流」の独白な在り方を模索していくことです（この3点以

外にもあると患いますが）。

日本政府、企糞のチェックなど今まで行ったことですが・けっして葉しく、明るい活動にはならず、運動

の鉱がりも斯待できないものです○またこの課題に取組むには相当な人とエネルギーが必要ですDですから

一定の時間を設け、それでも活動の進展がみられない場合には、唐突な物痛いになりますが、会の存線を考

える必要があると私は思います。

次の自衛隊ルワンダ派兵について、井上さんの意見を要約させてもらうとそもそも今blの「人道的な国際

救援活動」のための派兵には無理がある。医療団は民間の団体でも可能であり、「人道活動」のための「武

器携行」は明らかに矛盾する、生活物資は自衛隊でなくとも可能である等の理由で「派兵願望のみ先行した

今回の派兵韮動に反対して強力な括勤を開始されるよう熱望します」と要請されました0

しかし話し合いの結果、残念ながら今の行動委員会には氏の要請を受けて独白の行動をするだけの用意が

ぁりません。明らかに「国運常任理事国入り」に向けての空しいパフォーマンスでしょう。政治家の動きの

みが先行し全く民意を汲み取ろうとしない政治家の姿勢に焦りと憤りを戦く感じますが、私たち独自の動き

はつくれません。ただ、基地・派兵問題などを地道にやっている方々と連絡を取りながら行動していくこと

を考えようと思っています○井上さんにはこれからもアド′くイスをお臥、したいと馴＼ます。

このルアンダ派兵といい、先の南アへの巨額の「復興開発」といい、「国家による援助、救援」というこ

とでは、1つにくくれる問題です○特に日本ではこのところアジア・アフリカ問題というと、「援助」「支

乱という発想が支配的になっていますト方でアジア・アフリカに関わる市民過勤というと「援助」団体

という愚考回路を招いているのではないか）0これは「援助する側・される側」という関係の固定化となり、

「戦後の終焉」とその後に続く「大国復活」（幻想）の道筋を容易にしているように思います。

私たちの想像を越えたスピードで、頭とその支配者が「転換」と「変革」を突き進めようとしている時、

必要なのはこれらを監視していく私達の目と、（己への）内省によってはじめて生まれてくる、それこそ

「クリエイティビティー」と私には思えます。最後に月に二回のミーティングを再開することを報告しますD
（年嶋　保夫）

問い合わせ先＝田中（自宅）3879‾0969

行動委員会　SAFE SECTtON事務所　03－5256－0716
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b y　松島多恵子

ロドリック・マサラ

南アの犯罪と報道

前臥赤ちゃんの誘拐〔Baby snatchlng）犯罪に触れたが、南アで長いこと注目されてい

る犯罪がまだある。“ステイション・ストラングラー（StatlOI Strangler，駅の絞殺者と

でもいおうか）”と“ウィッチ・バーこング川itch8urnlng；魔女焼殺）”である。前者

は、10才前後の少年を連れ出し、いたずら・暴行したあと殺害するというもので、ケープ

・フラッツ地域（Cape Flats）で8g年代後半から今日まで、8年に渡り22人が犠牲となっ

ている。今年に入り一気に10人の少年が殺され、容疑者がつかまった。容疑者ノーマル・

アフザル・シモンズは100日ランドの保釈金を払って釈放されているが、3月に死体で発見

された10才の少年の殺害容疑で逮捕された。更に、シモンズが教師をしていた小学校の生

徒の件、ついでもう10件の殺人事件にも疑いがかかった白（ウイークエンド・スター8／13

【14）

しかし、起訴もまだされていないのにシモンズはもうメディア、一般大衆、国民党の制

裁を十分うけていること、住民の怒りが最高に達し、シモンズの逮捕が急がれていたこ

と、そして選挙直前に彼が逮捕され、選挙後に“自白t●の信憑性が始めて間われだしたこ

となど様々な疑問を投げかけた記事が、ウイークリーメイル紙（9／9－15号）に載った。共

同通信記者浅野健一の書いた『犯罪報道の犯罪』には、犯人でもないのに容疑者として実

名が報道され、その後の人生をとり返しのつかないほどめちゃくちゃにされた人々のイン

タビューなどが載っている。連続幼女殺人事件の宮崎勤さんも、そのいい例だろう。宮崎

さんのプライベートな部屋までTVカメラが映したこともあった。シモンズも南アで最悪

の誤認逮捕の陰性者である可能性がある。というより、もう十分に犠牲となっていること

は、彼の弁護士ヌマーン・ロングの言秦からもわかる。「彼はもうおわりだ。シモンズに

は外の生活などはない。容疑者は有罪と証明されるまで無実なんて誰が言ったのか」（ウ

イークリーメイル）

選挙キャンペーンで、国民党からのケープ州首相候補の八一ナス・クリール（前法秩序

大臣）は、「我々（国民党）がステイション・ストラングラーを捕まえた」としてケリを

つけようとした。囚人の投票権をどうするかとの問題が浮上してきた時、国民党はケープ

タウンの新聞にストラングラーの手配用似顔絵を載せ、こう広告を出してカラードをうな
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らせたという。「ケープ・ストラングラーが投票することなど、あなたは想像できますか

ウ　ANCとDPならできる8」シモンズは3q日間、精神状態の観察を受けたが、その間

も警察に尋問された。逮捕以来わずかな睡眠しか許されず、すべてを認めざるを得ない状

態に追い込まれた。裁判所は、シモンズの尋問を禁止すると命令した。シモンズ逮捕のタ

イミングが国民菜のキャンペーンに大いに有利に働くものだったことは、多くの人々に指

摘されている。シモンズが拘禁されていたとき隣り合わせた別の囚人が、「阪（シモンズ

）は英国の女王のようなにおいがした。ホモであると確信した。」と証言したのを、マス

コミがスキャンダラスに報じた。たが、シモンズに関する多くの偏よった、誇張された報

道は、彼の知り合いにとっては信じられないものであるという。
“魔女焼殺’は、旧ホームランドのレポワを中心に、今年に入って70人以上が犠牲にな

っているという犯罪だ。やはり政治的に利用されることが多いらしく、ANC支持者と名

乗る若者たちが、よく容疑をかけられているようだ。例えば、きのうまで元気だった人が

突然頭痛を起こして死んだり（本当のところはよくわからない）、ある人が落雷にあって

死んだとすると、それし魔女の仕業である、その家族も一緒に殺そうということになって

しまうのであるD　これらの地域では、まだ多くの人々が脛女伝説を信じている。だが、
－ストラングラー逮捕”の件のように、誰かが背後で操っていることも考えられる、とい

讐空慧望整想定二三＿
「アザ二アの革命はとこ？　我々の土地はとこに？」

テンピサを貫くメインi亘路脇の壁にかかれている。
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‘‘ヵラード”という人々

いわゆるカラードと呼ばれる人々が9月15日、ヨハネスブルグで“反乱【をおこし

た。バリケードをはり、デモを行い、家賃ボイコット、不払いの電気代等の帳消しを求め

た。人々は、新政府のアファーマティプ・アクションの名の下に“差別－を受けていると

主張する。異体的な要求の中には、自分たちは里人と同じように苦しんできたのだから平

等に扱ってほしい、したがってアパートの家賃を98ランド（約2700円）から45ランド（13

0叩］）に下げろ、というものがある。ある女性はテレビのインタビューで、「うちには

2部屋しか窓室がなく、自分のプライバシーなど保てないd」と叫んでいた0

カラードたちによると、自分たちの住もところはほとんど失業率100％で、犯罪が多発

する。（ソウェタン9／15）　そのうちの一つ、エルドラド・パークというところは家庭内

暴力（とくに男の、女・子に対する）がPWA地域で屋も多いと言われる。

新政府が誕生して、特に住宅・教育に関する要望が極端に強くなっている。「1分間あ

たり00軒の家を建てていかないと公約を守れないのに、トーキ㌢－け椚州首相）は大丈

夫か？」といったマスコミのあおりもチラホラ。しかし、このカラードたちの、「自分た

ちは自分の家を持ちたい、新政府は何もしてくれない、何の変化もまだおこってない0」

というのは、ちょっとムチャではないだろうか。確かにカラードは、アパルトヘイト政策

のもと、微妙な立場に置かれてきた。“コムラド　として里人と手をつなぐこともあれ

ば、白人政権の言いなりにもなってきた。基本的には、国民党を支持してきた集団だ。白

人も、様々なことに妥協する気はない気配を見せている。この上、インド人が「自分たち

も白人に抑圧されてきた。黒人と同じ巴恵を与えてほしい」なんて言い出したら－▼？　新

政権をあせらせる声は、もっと高まりそうだ。　　　　　　　　　　　　　　　（R）

“ェイリアン”排斥

マンゴスッ・プチレジ内務相が数回に渡って不法滞在者の実態を明らかにしたが、それ

以来、というわけでもないが、“外国人排斥【の声があちこちで高まりつつある。南アに

は　200万人以上の　｝不法滞在者”がいるらしく、同省によると88年から93年までに30万人

が強制送逢された。毎日50～100人が国境で逮捕されており、その多くはナイジェリア、
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ルワンダ、ソマリア、ウガンダ、モザンビークなど南・中央　西アフリカ諸国からだ。昨

年あたりからすでに、露天商などRaYkers　の団体が、外国人の物売りを追い出せ、と叫ん

でいる。ジンバブエとの国埴地点、ベイブリッジからの侵入が最も多いが、フェンスの下

に穴を掘ってくぐり抜けたり、あらゆる方法を見つけてすべりこんでくるため、その流れ

は止まることがない。中国、香港や東ヨーロッパからの不法移民も多い。喫茶店のウェイ

トレス、バーのウェイターなどには　東欧の人が驚くほどいる。

ヨハネスブルグの街角という街角には時計を売る大陸からの中国人であふれている。「

反アジア」感情は静かに高まりつつある。南アの人々に言わせると、こうした“エイリア

ンH　たちが仕事を奪っているのだということになるが、彼（女）らは何も南アの人から職

を奪おうと思ってきているのではない。少しでも貧困から脱し、家族を養っていきたいに

すぎないのだ。その望みをかけた地が南アなのである。アフリカ人たちの多くは自国の工

芸品を持ってきて、観光地となっている蚤の市や、街の中心で売る。それができない人々

は、鉱山や農場で“奴隷賃金H　で働くしかなかったりする。物売りは、警察にパスポート

や許可証の提示を求められた時、10～・28ランドのワイロ（約　300′〉　500円）を渡しながら

生き延びる。黒人コミュニティの中で働いている働いているがゆえに、アフリカ人、中国

人はよけい目立ってしまうようだ。南アに、不法にしろ合法にしろやってきて儲けている

人々はもっと他にいる。アフリカ人からの“エイリアン”は全然お金など儲けていない。

ささやかな売り上げを何か月、あるいは何年ぶりかで故郷に持ち帰り、また再び南アにや

ってくるのだ。

だが、「シティ・ビジョン」紙によると、反エイリアングループはますます過激になっ

てるようだ。筆者たちの住むYeovllle（ヨオビル）には戦闘的な声明を出す者たちがいる

らしい白「南ア里人たちが闘っているあいだ、こうした外国人は南アにやってくることな

ど、まして酉アフリカに南アの亡命者を受け入れることなど考えもしなかった。」「ザイ

ール人はアパルトヘイト政権の友人だったという事実は、南ア里人に対して暴動を起こす

こともありうることを示している。西アフリカ人はここに雇用や技術を持ち込んできてる

わけじゃない。かわりに、南ア里人の寅匿を一掃ひどくしているにすぎない。」（同紙9／

15号）　ザイールのモプツ大統領はその腐敗性で有名だが、白人政権と、浅くはない仲で

あったため全ザイール人がそうであると言っているようである。

本来、仲間同士のはずが、憎しみをぶつけ合うようになってしまうのではないだろうか



トラック運転手が労働条件の改善を求めてストをおこし、高速道路N3を占拠した。



「三二二三「

◆　先に、アパルトヘイト時代にちなんだ名前のついている12のダムを改名することが

提案されたが、これに対して国民党は反対の声をあげた。　　　　　　　　（8／3「スターJ）

◆　デクラーク第二副大統領は、治安、機密に関する内閣委員会の委員長に任命された。

（9／15「スター」）

◆　ジンバブエのビクトリアフォールズで開かれている食糧確保に関する会議でゝ　科学産

業研究評議会；アントス・ヤナコウ氏は南アの人⊂3908万人のうち、200万人が栄養不良

状態にあると発表した。「南アは基本的に食糧自給をずっと達成し、余剰もしばしば生み

出してきたが、多くの人々はその恩恵にあずかれずにきた。」新政権は・アパルトヘイト

政権に無視されてきた農村地帯を開発する技術を要人するべきだ、また同時に・既存の産

業にもやはり十分な技術を与えて国際鮪争力をつけさせるべきだ、と述べた。

（9／15「シチズン」）

◆　警察によると、都市に出てきた黒人たちは最近ますます自殺する傾向にあるという。

ヨノ＼ネスプルグの自殺者の数ははっきりしないが、月に平均8件の割合で起こっていると

いう（黒人の場合）。首つり、列車・車へのとびこみ、ガス自殺などが目立つ。犠牲者の

多くは地方出身者で、都会に出てきたばかりの人々だ。本来自殺はアフリカ人文化には無

禄のものだが、都会での人間関係の難しさ、ストレス、暴力などにさらされ、結果的に仕

事を見つけられなかったりすると、家族の元へも帰らず　孤立して死を選ぶ、という。

（9／8「シティ　ヒジョン」〕

◆　土地相デレック・ハネコムはRDP（復興開発プロクラム）の一環として農地の30％

を今後5年間で再分配するという。政府の政策は、現存の土地権利を尊重するものとす

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9／15「ノチスッ」）

◆　今日議会に提出される土地権利賠償法は、アパルトヘイトによって強制移住させられ

た人々、コミュニティの土地返還要求を可能にする。これは、人種差別法に基づき1913年

以降行われた強制移住全てを含む凸　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9／20「ソチズン」）

◆　土地相テレック・ハネコムは南ア農業程済協議会の全国会議で、土地改革の青写真は

まだできておらず、土地税を導入するにあたってもまず広範な協議が必要だ、と述べた。

人々は土地に帰りたがっているが、効率的な方法を兄い出さぬばならない、と語った。同

協会会長のヨノ＼ン・フアン・ズイル氏は、農村地帯に住む掴％の里人が貧困ライン以下の

生活をしており、彼らが土地を持つことができねば、ほとんど変化がないだろう、と述べ

た。また、全人口の約半分、19OD万人が富国状態にある、市場援助型の土地改革が解決策

である、と付け加えた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9／2DTシチズン」）

◆　9月24［］に行われる「シャカ王の日」祝賀イベントにマンデラ大続鐘が招待されるこ

とになっていたが、ズールー王グッドウィル・ズウェリティ二は全ての行事をキャンセル

するとした。マンデラ招待が、相談されることなくズールー王によって決定されたこと

に、I F P（インカタ自由覚）リーダーであり、王の甥であるマンゴスッ・プチレジは不

快の悪を表していた。15日にはズールー王はプチレジとの関係を断つとの声明を出し、マ

ンデラは出席を見あわせることになったが、プチレジは「王でさえこのイベントをキャン

セルする権利などない」と語った。　　　　　　　　　　　　　　　　　（各紙、TVより）
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講演会　　激動の南アフリカ

～～今、わたしたちに求められているもの～～

7月29日　フォーーラムよこはま

本講演会では、はじめに川崎剛さんが講演し、続いて勝俣誠さんが講演し

ました。都合により、本号で隣保誠さんの講読を掲載し、次号以降に川崎剛

さんの請嶺、フロアとの質疑応答を掲載いたします。ご了承ください0

編集部

謙複　　勝俣　誠　（明治学院大学教授）

勝俣と申します。私自身は南アにたくさん行ったからその国を理解したとは思いません

が、6月の未にあちらで会議がありまして2回目の訪問をしました。1回巨＝ま一昨年の3

月でした。

南アには8つの大学があります。その中で黒人だけの大学がホットヘアー大学で・そこ

で会議が行われました。途上国の人たちが中心の会議だったのですが、北の人間も招か

れ、アメリカや、日本も招かれました。私は北の人間として行って、その会議で南の研究

者の人たちと話す機会がありました。そういうことを念頭におきながら、今回の選挙の話

を考えてみたいと思います。

一番興味があるのは、アパルトヘイトが終わって選挙をして、いったいどんな国をつ

くっていくのかということです。私は南アの経済の専門ではありませんが、アフリカの一

つの国として南アが将来どんな形で展望していくのかということを問題提起したいと居い

ます。

最初に、さきほどの質問で「昔の南アは非常にきれいだったが、今度行って唖然とし

た」とおっしゃった方がいましたが、私は、南の大都市の街というのは中心部が汚くなれ

ばなるほど民主化が進んでいる証拠だと思います。反対に、ファシスト政権、独裁政権で
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はすごく街がきれいです。警察が強いということもあって、大統領官邸の前はタクシーの

運転手も通りたがちないとか。私は、南アには2【司しか行ったことがないので分かりませ

んが、なんとなく中心部が薄汚いですね。やはり、それは民主化の絵巣かなと思います。

さて、会議では、南はどうするかという話について、参加者はとても張り切っていまし

た。アジアからはフィリピンで民王化運動をやっていた方、労組の方もいらっしゃいまし

た。中国、韓国では、アジアの人権問題と取り組んでいた方、それからネパールで民主化

運動をなさっていた方、それから南米のブラジル、ペルー、キューバ。アフリカではブル

キナファソという、昔アッパーポルタと呼ばれていた旧フランス領の国でユネスコ・アフ

リカ史を書いている有名な方。そういう人たちが張り切って話されていて、何か久し振り

だなという気がしました。それと対照的だと思ったのは、80年代の末にベルリンの壁が落

ちたときです。あの時、私は酉アフリカのトーゴで開かれた開発の会議の会場で壁が落ち

たを聞いたのです。いろいろなTVを見て感じたのは、第三世界の人たちが全然応援に来

てないことでした。南の国の代表も我々と同じもので分かち合える、そういうミーティン

グがあって然るべきであるような気がしましたが、でも、そういうものはありませんでし

た。ベルリンで見た自由は、人間の自由という以上に市場の自由、満貫力の自由が全面に

出ていた気がしました。今回は、そこらへんがちょっと違うのではないか。世界の人、特

に南の人が来ていっしょにお祝いしたい、というできごとだったと思います。川崎さんの

お話を聞いていても、やはり単なる自由を得たというのと違うのではないかと私は思いま

す。

南アは新聞で「新生南ア」といわれていますね。NeW SOuth AfrlCaといわれています

が、これもよく考えると分からない部分があります。つまり、南アは独立したのか、それ

とも新しく出発したのか。一応、公式というか、我々の理解では独立ではなくて国家が変

わったということです。領土は1cmたりとも変わっていない。誰が今度統括しているかと

いうと国民統一政府なのです。その意味では独立ではない、と思います。この受け取り方

は南アではまだ様々ではないかと思います。会議の中で、南アの人でしたが、植民地から

脱したという意味で、De－COlonlZatl□爪　という言秦を使っていました。これは、南アは圧

倒的な人たちにとって、単なる民族間の平等化ではなくて、やはり自分たちの国を得たん

だということなのでしょう。

私の話の後半では、今度の新生南アはどのようにユニークかということをお話したいと

思います。

選挙の後にくるもの、圧倒的な票を得たANCという与党がいったい国民に何を実現す

るのか。さっきの話にもありましたが、5年間ですから、これはもう秒読みに入っている

と言ってもいい思います。5年間のうちに何かをやらなければならない。［］本では何かそ

のへんが曖昧で、里人の人たちの要求が下がるとこれで黒人の人たちが現実的になったと

受け取れるような報道が多かったのですね。

AN Cが今年の1月に出したR D p（復興開発計画）は、政権をとったら5年以内にこ

れを実施しますよというブループリントです。これはおそらく日本の役所では翻訳されて

いるし、いろいろ調べている人もいるでしょう。このR D Pの本は南アの町中に積んで

売っています。日本でも手に入ると思います。これを読んでみて改めて発見したのは、ア

パルトヘイトというのは何が白人にとって得られて、アフリカ人には得られなかったか、



また、言い換えればアパルトヘイト下において特栓層にいた白人を中心にした人々は、人

口の7割をしめる人たちと何を分かち合おうとしなかったのか非常によく分かるのです0

この中にいろいろなプログラムがたくさん書いてありますが、「必要なもの」というのが

出てきます。我々はこれだけは満たされなければならないということが詣いてあります。

何かというと、これは新聞でも一部報道されましたが、まず家なのてす。家が欲しいD次

に水。それから、医療、教育。これが柱です。

家が欲しい、なぜか。昨年、日本に来て写其展を開いたヴィクタ一にヨハネスバーグで

会って訊いてみました。やはり、今まで家族が分断されていたのがアパルトヘイト　と0

工場や鉱山の近くに建てた一種の飯場みたいな形のホステルは男だけの世界。出稼ぎで・
一年のうち何回か帰ればいいですけれど、何年も出稼ぎしている場合もあります。アパル

トヘイトというのは、a partですから、別々にするという意味ですね。何を分断したかと

いうと、家族とコミュニティーを分断したわけで、いっしょの屋根の下で住みたいと要求

がとても強いのです。家族が、好きなところでいっしょに生活したい。これは、当然、い

ろいろなミーティングで下から上がってきた、日本で言うなら根回しされて出てきた要求

のブループリントだと思います。ただ、5年以内に100万戸つくるとなると、それは大変

らしいです。住宅大臣にはスロボを任命しました。南ア共産党の書記長でしたが、彼にマ

ンデラ氏が任せたというのが非常におもしろくて、ものすごく重要な任務だと思うので

す。

次に水。水道がまともににない。水のアクセスは十分にされていません。家は一応建っ

ても水がない。その水道事業というのが、大変らしい。私が行った大学の近くに、不法

キャンプというのがあります。旧ホームランドの中でも、白人の農場が儲からなくなると

もういらないよとクビになる人がいます。小作人以下の農業労働者で、土地を持っていま

せん。そこで、テントみたいなのを建てているのですが、水道は一つで、そういうところ

の水道の蛇口はピカピカに光っています。みんなが水を汲みに来るからです。

それから医療問題。今まで白人の医療を、黒人にも急に広げると予算が今のままではパ

ンクしてしまいます。では、どういう医療をやるかというと、よく途上国でやっているプ

ライマリー　ヘルス　ケア（PH C）という基礎保健です。予防に力を入れて、あまり高

級な病気は仕方がないが金をかけない。まず保健衛生みたいなのを、下水道をつくった

り、手を洗って食べましょうとか、栄養失調の赤ちゃんには砂糖水を飲ますとか、誰でも

アクセスできるようなプログラムです。それを誰に頼んだかというと、キューバの人たち

に頼んだのですね。6月の末ぐらいに、マンデラのいるANCが頼んだと言われていま

す。自分たちが政権をとったときにどういう医療、保健プログラムをつくるかをキューバ

に任せました。キューバはおもしろい国で、アメリカ合州国の1／15の所得なのに平均寿命

は同じ76才です。そのキューバが作った医療プログラムは、現実的かつユニークなものだ

という気がしました。

そして教育。たしか10年間の義務教育を5年間に短縮して、そのかわりに子どもたち全

員に受けさせたいと言っています。今まではノ＼ッキリした形ではアフリカ人に義務教育は

ありませんでした。

新しい国ができると、又、新しい政権をとろうという時の選挙では、いろいろな約束を

しますね。私がちょっといたセネガルでは、2年前の選挙で、野党のある代表者は私が政



権を取ったら農民全昌に観音開き型のタンスをあげると言いました。結局負けましたが。

そういう約束をするのですね。

ANCの約束は、家、水道、医療、教育という人間のベイシックなニーズを、一言でい

ぇば社会的な弱者がまともな生活ができる基盤作りをする。物を与えるのではなく、設備

を与えるといっているのですね。インフラというのですか、それが私に非常に印象的でし

た。

これは5年間という限られた期間で行うものなので、妥協もしています。例えば、土地

問凱ふつう途上国では土地が非常に歪められた形で配布されるといわれていますが、土

地問題についてあまり触れていません。数行しか触れていません。これは、土地問題を前

面に出すと白人層の人たちが恐れてしまうからでしょう。一応、このプログラムの中で

は、農地の3割を5年間かけて戻しましょう、一年では6％くらい戻しましょう、と苫か

れています。それから農業もあまり触れていません。それは∴　おそらく土地問題と絡むか

らです。土地を得て、それをどのような形で農地を使うのか。これは十分に踏まえておく

必要があるのかなと私はそんな気がしました。マンデラ大統領のあとには二人の副大統領

がいて、第一副大統領はANCのムぺキさん。第二副大統領はデクラーク元大統領です。

そういう意味では妥協の産物であると私は強く感じました。

今まで与党だった国民党は、いつまでも白人政党だったら絶対に数字のうえから食い込

めません。ですから、まず国民党を脱色しなければならない。白人政党ではありません

よ、誰でも入れますよ、と。それで西ケープ州の選挙では国民党が勝ちました。新しい

9つの州では西ケープ州だけです。彼らの最大のジレンマは、白人の既得権を譲りたくな

くて脱色するというところにあると思います。端から見ていて僕は難しいと思いますq

AN Cのジレンマは、民族政党であることをやめたことだと思います。　AfrlCan

Natl川al CongressのNatlOnalというのは「全南ア人」という意味になったと思うのです

ね。全南ア人のための政党のジレンマというのは、本来なら8割の票があればすべてが可

能。宛でしたか、憲法を決められるのは。でも、実際には発までいきませんでした0　それ

より少し低い63、4％でしたか。憶測ですが、あまり勝ち過ぎないということがマンデラ氏

の夢だったのではないかと思います勝ち過ぎると内乱が起きてしまう。ANCが勝つこと

はわかっていたことですから、内乱を起こさせない程度に勝つ、という意味で選挙は成功

だったわけです。ANCのジレンマは、本当なら今すぐ金山やダイヤモンドの山を解体し

て財産をアフリカ人に分配することができます。100万戸の家の建設にしても・1戸100

万円くらいあると立派な家が買えるというのですから。でも、それをやってしまったら国

中に内乱が起きる。やりたいことはある、でも5年間はがまんして、というのが私の印象

です。もう一つ付け加えるのは、対外的な制約もかなりあるということです。南アは国運

に復帰しましたね。1975年に1回追い出されてました．追い出されたというか、メンバー

シップはもっているのですが、ユネスコとかいろいろなところで活動できなくなったので

す。そのかわりに、OAU（アフリカ統一機構）では解放団体として認められていた

PACとANCの2つの解放闘争運動の団体をオブザーバーとして認めました。それはパ

レスチナ問轟におけるPLOの格付けと似ていると思います。今回、南アは国連に復帰し

ただけではなく、ガットもあります。ガットに入るということは、日本のお米と同じで関

税を下げないといけません。そうすると、今までの南アの保護程清はいろいろな形で揺ら
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いできます。その危機感は白人にとっても黒人にとっても、商売やっていれば出てくる問

題です。それから、途上国では評判のよくないIMF世界銀行との問題もあります白借金

が返せなくなったときは、教育とか医療とか社会的な部分を削ってまでも返済しなければ

ならない借金地獄に入れられてしまいます。南アの場合、国際的信義は果たすといってい

ますが、かなり論争があるようです。例えば、ある人たちはなるべくならああいう国際的

な金融から金は借りないですましたほうがいいと言っています。今までアフリカの中では

借りて得した国はあまりありませんから。

さて、つぎに南アはなかなかおもしろいことをやってたいるなと思えることを3つ4つ

ぶ話したいと思います。

1つは、ANCが融合路線を選んだことです。これは、「民族」で押していくといろい

ろな意味で限界が出たかもしれません。ですから、いい意味での対話路線をとったのでは

ないかと思います凸　たまたま私が南アに滞在していたとき、『デイリーデスバッチ』とい

うケープですごく人気のある新聞で、マンデラがなぜ融合路線を選んだのかドナルド・

ウッズに語っています。マンデラが長い間滴らわれていたロベンアイランドの刑務所でこ

んなエピソードがあったというのです。看守たちの間で凶人マンデラをどう抜うかという

ことに開し2つの意見ありました。1つは反アパルトヘイト運動をやった人間には手荒く

扱うことを強調したグループ。もう1つは、いつか彼等が政権を取ったときのことを考

え、今から丁重に扱わなければならないと考えるグループ。マンデラはそのとき、同志と

一緒に対語路線を選び、何かあったときはまず話し合え、話し合えともっていった。これ

が今回ある意味で実を結んだと言っています。牢屋に入って、看守さえも尊敬させられる

というのは、たしかにすごい人だなと思います。

この融合がどういう形で実現するか非常に興味あるし、私自身からみればユニークに感

じます。これは決して今まで持っていたアフリカ性を否定するのではないと思います。や

はり長い闘争の中でここまで昇華というか高めていかないと連動は広がらないのでしょ

ヽ．

2つ日は、南アの暫定憲法です。これはほとんど99年までに作る新憲法の中に入ると思

いますが、昔の南ア憲法は非常にユニークだったと思います。非常に宗教色が強く、「全

能の神への全き柔順の下に・・・」というくだりもあります。選ばれた民の思想の、聖書の一

節みたいです。この憲法がユニークだというのは、世界の憲法の中で唯一人権条項のない

憲法だからです。新しい憲法では、あらゆる形の差別はなくさなければいけない、そし

て、人種的なおよびジェンダー（性）における平等をプロモートする、さらにナショナル

な統一をプロモートしなければいけないと書いてあるのです。憲法の中にジェンタ㌧十が

入ったのはおそらくこれが屈初の慧法だと思います、私が知っている脹り。これは、やは

り長い闘争の中で女性が参加しないとやっていけない、そういう中では当然女性の立場が

前面に出てくるのだと思います。解放運動の中で女性の地位がこれほど明確になってしか

もパワーをもっているのは南アぐらいかなと思います。

3番目は、すごく難しいことをやっているという気がします。ANCのプログラムは

3つのコンポーネントがあると思うのですが、一つは成長しないといけない、5％くらい

成長がほしいのです。2番目に、その分配。一番やりやすいのは増頑することです。それ

から外資に戻ってきてもらうこと。それから国債は、インフレになる可罷性があります。



Fンチ・アパルトヘイ　トニュースレター　　　　　　　　　　1994年9月1日発行　第三頑郵便物認可（19

その中心にあるのは参加民主主義で、これは非常に難しい。今まで社会王義というのは

経済成長＋集中民主主義と称する一種の強権政治で分配をやっていました。しかし、南ア

の場合、本当に参加してやるんだという参加民主主義なのです。

この3つを実現しながらやっていくブループリントですから、これは非常にユニークだ

と思います．最初の2つぐらいでしたらいろいろな国でもやっていると思いますが、それ

を単なる政党政治ではなく、能動的な参加型の民主王義でやらなければならない、いや、

やらざるをえないと言ってもいいかもしれません。

韓国でも日本でもそうですが、参加民主主義を犠牲にして効率の良い経済成長を実現し

てきました。南アの場合、アパルトヘイトという露骨な資本三並を実現しましたから、労

働組合がものすごく強い。そういう意味で、東アジアとは全然適った条件なのです。この

3つの課題をどうやって実現するのか分からないけれど、成功すれば新しい形の出発点が

できると思います。

最近の日本や欧米の南アの記事を見ていておかしいと思うのは、里人の人たちの要求を

下げれば下げるほど、「黒人は良識をわきまえるようになった」といったいどっちが悪

かったのか見えなくなってしまう論調が多いことです。僕は、やはりアフリカ人対白人の

対立というのはあると思うのですね。また、有利な立場の人と、そうではない立場の人の

格差があると思うのです。その格差を見ないで、ビジネス界の視点が余りにしばしば全面

に出過ぎている気がします。つまり、成功するかしないかを、もっぱらお金の帳尻論争で

終えている気がするのですが、私はもっと根本的に、誰が損をしたのか、媚をしていた人

間がどんな形でまともにできるか、そこで何ができるかという質問をしていいのではない

かという気がします。それは決して専門家の仕事ではないと患います白　よく、私は、君は

あまり南アに行ったことがないから知らないんだ、現状はもっと複雑だと言われてきまし

た。経済制裁の話をしたときも、制裁、制裁というけれど、制裁に反対している里人の人

たちもいるとか、制裁をやっても意味がないとかとも言われました。でも、今、南アの特

権層の人たちはみんな言います、一番困ったのは経済とか金融の制裁だったと。経済と金

融の制裁が必要だとハッキリ言ったのは日本の市民運動で、南アの専門家ではありません

でした。専門家は難しい、難しいと言っていたのです。日本の役所の方も、白人政権を追

い込んではいけない、などと言っていました。中には、アフリカトーナーという苦しんでき

た人々を痛めつけてはいけないなどと言う人もいて、南アでは誰が損しているのか見えな

くなっていたと思います。

アパルトヘイトは長すぎたかもしれませんが、その終焉に追い込んだ力というのがもし

も外部にもあるとしたら、それは専門家ではなくて、市民の力だったことが明らかになっ

たと思います。



今、南アフリカの選挙と私たち
－軍二の根の声を求めて－

4月24日　　　日本カトリック会館にて

第三部　参加者とのディスカッション　②

【大西】私たちは学生だからたいしたことはできません。援助とかいってもお金はない

し、“何かしてあげる【とかいうおこがましいことは全然できなくて、ただ私たちがかか

わっていくのは、いろいろなことを知りたい、みていきたいということです。私たちは勉

強不足だし、無知だと思っています。無知は、それ自体は恥ずかしいことだと思ってない

けれど、それを認めないことはすごく嫌なことだと思っています凸　私は自分が何も知らな

いっていうことが、こういう活動をやっていくうちに分かってきて、とりあえず、例えば

『あんちアパルトヘイトニュースレター』だとかを読んで新鮮な情報に触れ、今の状況が

どうなっているのか、こういう状況を生み出しているのはいったい何なのか、とかを勉強

していきたいと患います。

【司会】ありがとうございました。この会場にはジャーナリストの方もたくさんいると思

います。ぜひ高校生からの訴えとして、南アのことをたくさん報道していただきたいと思

います。

それから須関さん、さきほど「草の頗メディア」のことについて触れたとき、南アのこ

とを自分たちでも伝えていきたい、情報の伝達に歴史的な問題があったとおっしゃってい

ました。アフリカ行動委員会としてでも、須閑さん個人でもいいのですが、これからも長

期的にやっていきたいとお考えでしょうか。

【須関】ご質問にお答えする前にちょっと一言。先日、本を読みました。南アフリカでの

滞在経験をもとに書かれたもので、非常に不愉快な本でした。その中で、著者はこんなこ

とを書いていたのですよ。帰国後、日本の反アパルトヘイト運動に違和感をもつようにな

った、と。アパルトヘイトは悪であり、それに反対するのは善である、という単純すぎる

反アパルトヘイト運動は、あまりにも一面的であるがゆえにいつも何かが脱落するものが

ある、と。最近日本で出版されるその手の南ア体験記の多くは∴　巻末で「日本の反アパル

トヘイト運動」に疑問を呈するのが流行しているようです。それに対して、僕はカチンと

くるものがあるのです。いったい私たちの反アパルトヘイト運動は、そんなに単耗なもの

としてあったのでしょうか。反アパルトヘイトは正義の味方であり、絶対的に正しいのだ

と、ただそれだけでやってきた反アパルトヘイト運動があったとするなら、それはとても



恥ずかしいことです。大西さんが繰り返し言ってきたように、私たちは自分自身をみつめ

ることが原則中の原則だったのではないか。それを、数カ月南アを見てきた人たちは、な

ぜかそういう誤解をするのです。

もっとも、彼ら、彼女らがそういう誤解をした裏には、私たちにも問題があったからか

もしれません。いろいろな考え方、見方をもっと表に出せば良かったのかな。そもそもア

パルトヘイトと言ったって非常に複雑で、見る角度が逮えば見方も全部違ってきます。私

たちは、南アフリカを絵体として捉えたい凸　さきほど白戸さんのスライドの中に旧白人居

住区が出ていましたね。それも含めて、「南ア」なのです。どうも南ア写真集というと旧

黒人居住区ばかりが出てきますが、その犠牲のうえに成立しているプール付きの豪邸も含

めて椙かないと南ア総体を見たことになりません。

さきほどから「草の根メディア」ということを僕が言っているのは、総体的に見る力は

草の根の人々にあるからなのです。もちろん司会の方が言ってくれたように、ねぼり強く

取り組むべきことだと思っています。僕らは、非常に少人数でやっていますし、賃金面で

もとても苦しいのですけれども、それでも競けていきたい。皆さんにも、ご協力をお願い

します。具体的にはお金。皆さん、お金をください。と言った瞬間に、私は南アの人たち

のことを思い浮かべてしまいます。やはり彼らもお金が必要なのですね。これはマンデラ

来日のときにイヤというほど思い知らされたことですが㌔　心の交流だとか、精神的なサポ

ートとか、そっちのほうは省いてしまって、私たちと面会することすらしてくれませんで

したよ、硬は。お金のあるほうに靡いてしまったでしょう。やはりお金は大事なのです。

その一方で、凄壁さんがおっしゃったように、日本の余った物やお金を南アに持っていく

ような形の援助は見直したほうがいい、と。僕もそれは正論だと思っています。それを続

ければ渡す側も腐敗していきますから。でも、彼らはお金がほしい。この矛盾をつなぐに

はどうしたらいいのか。今日、会場にいらっしゃる方にぜひご意見をいただきたい。

【司会】ありがとうございます。もっと会場の方からご発言いただきたいと思います。今

日の話を聞いた印象でもいいのですが。今日、新聞の塞内を見て来られた方いらっしゃい

ませんか。どうぞ、ご発言ください。

【参加者B】もう2年ほど前、私はナイロビにいました。それまでアフリカについて何も

知らなくて、祇っへら一枚でナイロビに行けといわれて、その日からアフリカについて勉

強を始めました。まず、今日の印象から申し上げますと、最初の講演（白戸）に関してで

すが、私自身も最初の一年ぐらいは黒人というのはクリエイティブじゃないんだと、どう

しようもないなと思い続けていた時期もありました。でも、2年巨、3年目になります

と、いや㌧　違うぞ、と。やはり、いろいろな人がいて、いろいろなタイプの人がいるのだ

と私は体験しました。

治安の問題についてですが、例えば私がいたナイロビでも、夕方の7時から翌朝の7時

までは車でしか移動できませんでした。家の回りも全部鉄条網というかアイアンで匿って

いました。日本では治安と水はタダだといわれていますが。発展途上国の場合、どうして

も貧富の差から生まれる治安の問題があるわけで、その点はある程度のみこんだ形で前向

きに考えていかないと思うようになって、だんだんアフリカが好きになってきました。日

本に帰って、こんなにもアフリカ、特に南アフリカについて関心をお持ちの方々がいらっ

しゃるのかと驚いている次第です。
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【司会】本当にありがとうございましたD

【参加者B】そこで質問ですが、選挙後の南アを考えるうえで、RDP（復興開発計画）

をANCは発表していますが、それを見ますと歳出がかなり増えるはずです0その歳入を

何でまかなうのか、その点を神野先生にお答えいただければと思います。

【神野】これは基本的に国際社会の責任があると思います。すでに200億ドル近い対外

債顎が潤っていて、どんどん支払いの再計画をやらないといけない。アパルトヘイト時代

に積み重なった借金がすでにそれだけあるという問題です。ですが・この後、財政赤字を

覚悟してでも歳出を増やし、公共事業を増やすことで様々な施策を緊急にうつべき問題、

たとえば住宅や失業問題などたくさんあります。そういうとき・IMFが一定の融資をす

るというようなことがみられますが、例えばアジア、アフリカの他の諸国に対してのよう

に、その借金が旛ってきたということを理由に経済政策の自主性を奪い、労働者や農民に

しわ寄せのいく調整プログラムを押し付けることのないよう我々は監視すべきだろうと居

います。

しかし、借金は返さなければいけませんから、南アを特別扱いするわけにもいかない0

ただ、他の国にくらべて返す力というか、経済の潜在力自体はもっていると思うので、そ

のことを見越したうえで当初の予算計画では相当の赤字を見込んでいるのではないかと思

います。

【参加者C】遅れてきたので白戸さんのお話を聞くことができませんでした。アフリカ人

はクリエイティブではないというような話をされたそうですが、我々もクリエイティブで

はありませんので・・・。日本の子ともたちは、教育も物も与えられながら・その中でクリエ

ィテイブが持てない状況があるのではないでしょうかb

それから、アフリカの質しさ、日本の豊かさ、それから暴力、平机　というような分け

方は少し違うのではないか、という気がします。南アフリカが本当に荒廃し・暴力が報道

される通りであるなら、これがまさしくアパルトヘイトそのものだという感じがします。

日本が本当に豊かで平和であるのかと見方を変えて見ますと・例えば在日韓国・朝鮮人に

は選挙権がありません。税金を納め、すべての義務をおっていながら選挙権はなく・外国

人登録法の問題があります○また、アイヌはいまだに旧土人保護法という法律の下で「旧

土人」という枠付けられています。政府は未だにアイヌを先住民族として独自性を認めて

いないのです。そういうことを見ると、日本が平和で、アフリカは平和じゃない、こちら

は豊かで向こうは貫しい、などという構造はちょっと遽うのではないかと感じました0ま

さしく同じ問題をかかえて生きているのだろうと思います。

今後の連帯のつなぎ方として、日本でどういうふうに立って南アの人たちと結んでいく

のかが大切だと感じました。援助とかいろいろやってもたかが知れている問題だと思うの

です。日本と南アのお互いのあり方などを問うていくような・日本におけるアパルトヘイ

トをなくしていくような運動と合わさって磨びついていくのではないかと思います・

【参加者D】南アの選挙が、皆さんのお請で、非常に大変なことであるということはよく

理解できよしたけれど、その後、何が起こるのか、南アはいったいどうなっていくのか・

そこら辺がまだクリアーではない。例えは、南アはうまくいけば南部アフリカの経済の中

心になれると思います。南部アフリカの経済がうまくいけば、サハラ以南のアフリカ全体

を引っ張る力になると思う。そうすると、アメリカ軍やPKOなんかが入っていくより

も、もっと経済的に安定したアフリカをつくっていけるでしょう。南アの経済力は神野さ



んがおっしゃったように非常に大きな力を持っています。そこにANCが指導者として

とってかわることになるわけですが、ANCがきちんと政治をやってくれるかというと＼

必ずしもそうはならないケースも考えられます。ANCが、今後新しい特権階級になっ

て、白人が黒人を支配してきたように、賓しい白人たちや黒人たちを支配する構造をつ

くってしまう恐れがあるわけです。もしも南アの国家運営が、単に黒人が白人に取って代

わっただけという状態になったら、結局、これまでの黒人の国と同じになってしまうので

はないか。すでに失敗したそういう黒人の国と同じになってしまうのではないか。僕には

それが非常に心配です。

今まで我々は反アパルトヘイト運動ということでANCを後押ししてきました。たいし

た力ではありませんが、一生懸命サポートしてきたと思います。今後＼ANCが権力を

撞った場合に、ちょっとおかしなことになりそうな気がするのです。それをどういうふう

にチェ．ックしていこうとするのか、どういうふうに関わっていこうとされているのかを頚

関さん、白戸さんに聞かせていただければと思います。

【司会】それでは、白戸くん、お騒いできますか。

【白戸】今の質問にお答えする前に、別の発言をする失礼をお許し願いたい。今日のシン

ポジウムがある意味で、クリエイティブがないと言い切った私の発言を中心に回っている

ということは、基調講演をした者としては、本当に基卸こなったんだなぁという気がして

います。私の発言をどうとられても個々人の自由で、いろいろな取り方をされている方が

いらっしゃると思いますが、どうして私がそういう発言をしたのか、ということについ

て、やはり言っておきたいと思います。

先はどいろいろな方がおっしゃったように雑望ではなくて明るい未来を見るゝ　それはそ

の通りだと私も思います。私も一度も絶望したことはありません。それから・彼らにクリ

エイティブがないと言って、それを歪める気はありませんし、歪めたこともとありませ

ん。アパルトヘイトの構選の中で生み出された、大変な良の遺産であると考えています凸

ちょっと話がずれますが、さきほど須閑さんが気分がよくなかったという本について触

れましたが、私はそれを書いたジャーナリストを知っています。私は、その中のある一部

分が非常に印象に残りました。一つの視点から措く手法からは、いつも何かが脱落するb

そして、南アの場合、大変なのは複数の視点から揺こうとしても何かが脱藩する。泥沼の

ように底が深い。南アには600人ほどの日本人がいまして、大部分は企茶の人たちで

す。もちろんいろいろな人がいますが、体制としてみる場合には、抑圧者の側です。ひど

い人もいて、ゴルフ場で玉を打とうとしたら黒人が笑ったのでクラブでひっぱたいたとい

う商社マンに会ったこともあります。私が里人居住区で仕事をしているというだけで、

いっさい口をきいてくれなくなった人たちもいます。しかし、少数であるけれども、なん

とか南アフリカの現場でがんばろうとしている人もいます。例えば、『あんちアバ机へ亜ニュース

レター』の記事を書いている松島さんがそうですし、JVCの高梨さんもそうです。ジャ＝－

ナリストの人たちもそうです。そういう人たちと話をしたとき、日本に帰ったらシンポジ

ウムに引っ張り出されて、何か言わされるだろうな、と。そのとき、何を言うかと長いこ

と話合っていました。現場の人間には、東京なり日本なりで行われている反アパルトヘイ

トの闘いとの距離がどうしても埋まらないという問題があります。ですから、反アパルト

ヘイトの集会に招かれて話をするのが怖いというのがみんなの意見でした。

黒人たちにクリエイティブがないなというのは最初の頃に感じて、今ではまさにこれに
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学ぶべきものだ、と思っていますから、時間の都合でいろいろと患っていることを省いて

その一員だけをお話したわけです。

何も現場が一番偉いと言っているわけではありませんが、現場に入って混沌とした中

で、何か言葉にならない何かをもっていくのではないでしょうか。南アとどう関わるかと

いうことで、お金を渡したらどうだろうとか、物を送ったらどうだろうとか、逆に向こう

から人を招いたらどうだろうというようなことを言いますが、やはり大切なのは現場に徹

底するということ以外にないと患います。現場に入ること。

ANCとの関わりについてのご質問ですが、具体的な方法は正直なところ分かりませ

ん。抑圧者としてのANCを批判する手法にはいろいろあると監います。マスメディアを

使ってとか、直接日本の南ア大使館に何かするとか。

白人であるとか、黒人であるとか、肌の色で人間を卑しんだり蔑んだりしてきたわけで

すが、私たちも改めるということです。悪いことは悪い、いいことはいい。仲間だから許

してあげる、敵だから反対するというのは、私たち、実際に改めようとしても難しいこと

ですけれども。日本にもANCの事務所があって、そこに協力してきたわけで、それには

かなりの意義があったと思います。ですから、今度、異義を申し立てていくということは

非常に男気がいることで、もしかしたらそれをやっていくことによって現実にうまくいっ

ていることも壊れてしまうかもしれません。が、それでも、それをやる以外にはないと思

います。批判ということは、もちろんこちらの側にもかなり覚悟がいるということです。

【司会】司会からも一言言いたいのですが。要するにどうやってつなぐかということに関

してですが、僕はいろいろな南アのNGOを40団体ほどまわりました。彼らが言ってい

たのは、今から僕たちは圧力団体になります、ということでした。誰が権力を握るかでは

なくて、国民全体をよくする、よくしたい、という願いにおいて、ANCがそれをやらな

ければ私たちがANCに対する圧力団体になりますと、はっきり言っていました。本当に

黒人の生活がどう向上するかと視点が定まっている団体に関しては、そことつなげば彼ら

の情報が出ると思います。J VCとしては、都市から農村へ重古を置きたいと思っていま

す。そして、男から女へと重点を置きたいと。非常に困難な中で、たぷん女性が中心に

なっていったら、良い部分が相当にあると思っています。都市から農村へ、というのは、

先ほど白戸くんが言ったように、農村を少しでも豊かにしていかないと、都市化がどんど

ん進んで結局バンクしてしまう。南アのゾラさんがこう言っていたのですよ。男の人たち

は長い間（鉱山で）穴ばかり掘っていた、と。彼らこそ、まさに考えることを止めさせら

れたと言っているのですね。だから、農村に帰ってきても男たちは何をやっていいか分か

らない。失業したからといって、農村に帰って農業をやりなさい、というわけにはいかな

いのです。要するに居場所がなくなってしまった、男性の。

非常に長期的な関わりになると思いますが、今後、関わろうと思ったら、みんな農村に

深く深く入っていったらいい。

【須閑】Dさんの質問のANCとの付き合い方ですが、ここで非常にはっきりしているこ

とは、ANCという名称は同一でもいわゆる解放運動組織だった時代と権力政党の時代と

は基本的に違うということです。当然、僕ちとの位置関係も違ってきます。権力政覚、政

権政党となれば、いろいろな問題も出てくるでしょう。それで、白戸さんや司会の柴田さ

んも言ったように、それはそれとして批判していかなければなりません。そして、もう一

つ言っておきたいのは、僕もそこに属しているアフリカ行動委員会（J AAC東京）は、
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これまでだってANCとは距離を置いてきたつもりです。例えば何年か前に東京で「アジ

ア・オセアニア・ワークショップ」を開いたとき、ANCと同時にPACにも声をかけま

した。さきほど話をした不愉快な書物では、日本の反アパルトヘイト運動はANCとペッ

クリなんだと、そしてANCに言われたことだけをやっていたんだ、と誤解しています0

それは、これまでも逢っていたし、これからも違うよと言っておきたいと居います。

ANCへの批判の拠り所は、芝田さんの話にもあったように、現地の草の裾の人々の巨

なのです。そういうふうに僕は考えています。

【参加者E】私は、7、8年前に名誉白人は嫌だということを日本政府に言いたくて、仲

間はいないかさがしていたときにアフリカ行動委旦会の人たちのことを知って、参加して

きました。その中で一番学んだことは、人種差別の問題、男女差別の問題とか、南アフリ

カを見ると日本と同じだなぁと思うことが多かったことです。

自分を変えて、自分の回りを変えていくというのは本当にしんどいことですけれども、

それをやっていかなければタメだ、と思うようになりまして、今は地元の文京区で活動を

しています。そこは女性ばかりなのです。とういうのは、男の人たちはまったく会社に取

られてしまって、滞旦電車で遇って一日中働くのですね。そんなところ、本当に黒人の男

たちと同じです。そのことをE本の人たちに気が付いてほしいな、と思いながら活動して

います。

南アのことを援助するというより、そこから学んで、これからも成長していきたいと

患っています。

【参加者F】私は都内で学生をしている者です。学生として感じたことを申し上げたいと

思います。

まず、援助とういうものを考えるときに、まず自分のことを考えてみました。まず自分

に何ができるのか。そして、援助する場合に、援助の意味について考えてみました。いっ

たい自分が援助できる立場にあるか、どうかということです。まず日本の国を見直してみ

たいと思いました。それと同時に、私と同年代の人たちがどういうことを考え、自分の国

に対して何を思っているのか、そういうことにとても興味があります。そういう声をきく

桧会があったら、と思います。例えば、メディアを使って、ということです。メディアを

使い衛星中絶を使って、向こうの学生や女性と画面で話し合うことはできないか・どう

か。援助だけ、お金を出せばいい、と考えている人たちにいろいろと考える機会を与える

ことになると思います。

それから、草の根の声を求めてということですが、まず、お話を聞いていて、聞こえて

こないなと思ったのは、やはり女性の声です。その国で女性が何を考え、これからどうし

たいとか、そういう声です。彼女たちの意見を聞くことが私たちには大切で、それに対し

て私たちに何ができるのか、分からなかったら聞けばいい。まず、自分を考え、同時にそ

の国の人たちといろいろ話をして、自分のことも成長させていけたらと、私はそういうこ

とを考えました。

【司会】ありがとうございました。本当に女性の声と学生の声が向こうから届かなかった

というところが、まさにポイントだと思います。

【参加者G】今まで質問された方と重なるところもあると思います。一番最初に質問され

たAさんとも非常に近いものがあるのですが、私の仕事柄いろいろな方からアフリカの話

を聞いてまして、いつも皆さんがおっしゃるのは現場をつなぐ、ということですb私も－
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番大切だと思っています。草の根メディアを作りたいとさきほど須関さんもおっしゃって

いて、まったく同感なのですけれども、どうしてもそこにいる日本人の言葉でしか語られ

ない限界があると思うのです凸　日本語でニュースレターを発行するとき絶対に日本人の主

観が人らざるをえないことは私も分かるのですが、例えばさきほど柴田さんが見てきた40

団体がどんなことをやっていて、どういう人たちだったのか、ということは残念ながらい

ろいろな制約があって公表されないのですね。さきほどの学生さんがおっしゃられたよう

に、今、まさに私たちが聞きたいのは、南アフリカにどういう人たちがいて、どんなこと

を考えていてどんなことをやっているのか、ということだと監います。残念ながら、南ア

というと出てくる名前は津山さん、松島さんという日本人の名前でしかないのです凸

マトムさんが来たり、ノクゾラさん、シェリル・ロバーツさんが来て、この方たちの自

分の言葉で話されたことはどんな小さなことであっても一番私たちにインパクトを与える

のであり、ここではじめて私たちは南アとつながることが可能になると思います。私たち

日本人はやはりその媒体でしかないのではないでしょうか。そうであれば、自分のことを

話すというのも大切だと慮いますが、それ以上に南アの人たちの楷介をしたり、南アの人

たちの声を伝える、という役柄を地道に続けていくということも必要なのではないかと患

います。

いろいろなプロジュクトで皆さんを支えているのは、多分そこでいろいろな人たちに

会って、その人たちに動かされているからこういう活動を続けていると患うのです。そこ

の部分をぜひ私たちにも共有させていただきたい。そういう活動をずっと続けていきたい

と患います。

【渡壁】アフリカ関係のNGO、多いですね。特に南アフリカは非常に多いですが、その

中でアパルトヘイト反対をみんな言わないですよね。個人的には反対なのでしょうが、ビ

ラを配るとか正面きって反対をいう団体が少ないですよね。どうしてかというと、政治活

動になるから、という言い方をするのです。でもね、それは聞通っています。それは、敢

治教育を学校でしてはいけないという文部省の考え方をそのまま踏襲しているのです。ア

パルトヘイトに反対するのは基本的人権の問題で、政治とは関係ないのです。そのへんを

ちゃんと分かってほしい。

それから、ANCの監視というのが出ましたけれど、日本政府の監視ができない私たち

がそれを言うのはおこがましいというのが私の感想です。日本国内のいろいろな差別や区

別、アパルトヘイトに関して、私たちは闘っていかなければならない、そういうことと同

時形に考えていかなければいけない、と思います。

学校教育では、私は中学校社会科なのですが、指導要領改定でアフリカと甫アジア、ラ

テンアメリカは教科書から削除されているのですよ。子どもが知らないのは当たり前。そ

こにメスを入れなければいけないと私は思います。作られているのですよ、私たちの発想

とか意識は。そのことに気づいていかなければいけないのではないかと患います。

≪終≫
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徐勝氏出版記姦‾嘉去・レ壱プシヨンl…

欄郎蓼酢粛摩慶瀞雛磨磨威嚇Ii

死を見つめ、母を思い、井転向をつらぬいて‥　　　　l

陣l司政治犯として19年の良きにわたり、獄寒にあった

徐勝（ソ・スン）さん。韓国民主化の議まりと円本をはじ
め国際的な人様活動の発展の中で、1990年2月28日
の出獄しました凸

以来、早くもすでに4年余りの歳月が経過いたしました。
しかし徐兄弟が何よりも願っていた朝鮮半島の分断状況は
解消しておらず、平和的続　はなお遠くきびしい道のりに
あります。

この度　徐勝さんの獄中記が甘城中】9年一廃園政治犯
のたたかい】と還して、7月に岩波新碁として刊行されま

した。

本蓋は、軍事独裁政権下における想像を砲する人樅抑圧
状況をあらためて白日の下にさらすとともに、弟の俊槻さ
んとともに国際人権運動史し、東田有の救援活動の求心力
となった徐勝さんのゆたかな人間像と、徐兄弟が隼命を賭
して護りぬいた節義とその営為の意味をあますところなく品番の繭に開示しています。

徐兄弟の救援のために力をお寄せいただいた万々を唸じめ　その後の徐兄弟に出会い、
その生き方に理解と共感をお寄せいただいている方々とともに、この度の著作111行を心か

ら祝い、また多くの方々に読んでいただくことを縫っております。
こうした趣旨で、下記の通り徐勝さんをお招きしての記念講演会と　レセプションを準

備いたしました。どなたでも、どうぞご用席ください。

「獄中19年」刊行を祝う会呼びかけ人

蟹沢　華　　梓渾和幸　　猪狩　輩　　伊藤和人　　稲腰　強　　江川　卓

小田威光　　楠屈ど　彰　　沢膝枕一一郎　東海林勤　　田中酎二　　畔唆衆一

富山妙子　　中程正昭　　中平健音　　藤本　止　　日商六郎　　前田康挿

松本呂次　　女江見介　　宮川浩人　　山はl昭次　　和田春樹　　′ト野寺利孝

日時：1994年10月29日（土）

15：00より　記念講演会錮：徐勝氏（会費50柵

18：00より　レセプション、ト食′ト＿ティ（会費5000円）

鍼：中央大学鮒細鯛（御茶ノ州トヰ離3分地剛ま紬に）
千代田区神Hl駿河台3－1卜旦5　℡03－3292【31日

主催：閥中1粗刊行を祝う会実行委員会

アムネスティ日應支部　岩手非　℡03－－3203－105日

東京千代田法律事務所　梓持　℡03－325い約77
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～・日本と南ア・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＆ヴィクタ一・マトムさん結婚記念講演会

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

く日　　　時）1994年10月2日］（金）午後6時1分～　時帥分

（会　　　場〉フォーラムよこはま、会議室1

（JR・東横線「桜木町駅【下車、徒歩5分。ランドマークタワー、柑階）

く講　　　演〉津　山　　直　子　（日本国際ボランティアセンター、南アフリカ駐在代表）

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

・いつも12ページ分の原稿を送ってくれる松島多恵子さん。今月号はずいぶん短い 

なと不思議に思った読者が多いことでしょう。実は、交通事故に巻きこまれ入院する 

事態になってしまったのです。幸い大事には至らず、数日後に退院できましたが、し 

ばらくは起きて仕事をすることができなかったそうです。そういう事情で、松島さん 

担当のページが短くなってしまいました。なお、松島さんへのカンパ（お見舞い金） 

をご用意いただける方は、彼女へのメッセージを添えて当編集部あてにお送りいただ 

ければ幸いです。束任をもって松島さんの手もとにお届けします。・渡欧準備で忙し 

いにもかかわらず、勝俣先生に講演原稿を校正していただきました。ありがとうござ 

いました。・4月24日の集会記録がようやく完結しました。フロアからの発言著名 

は伏せてありますが、南ア黒人の教育を支える会の河地さん、日本キリスト教団の君 

島さん、朝日新聞編集委員の松本さん、アフリカ日本協議会の展開さん、本誌初代編 

集長高柳さん等々、アフリカについて詳しい皆さんです。ご熟読ください。・アプリ 

カ行動委員会が定例ミーティグを復活させることになりました。ご参加を。（Tom） 

発行　アフリカ行動委員会『あんち・アパルトヘイト・ニュースレター』編集部 

郵便振替　00100－6－549592（口座名「反ア川叶へイドユースレター編集部」） 
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