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S A F E s e c ti o nから

みなさんへ

久々の登場です。

もう大分前の話になりますが、SAF Eが1／21～22にかけて葉山の

大海荘という民宿で開いた今宿の報告をします。

参加者は牛均・古橋・角・池田・徳嶺・西澤・山本・開⊂・大西の9名で

した。今までの活動の総まとめという意味をこめての合宿だったので、ひと

りひとりに次のようなテーマで10分程度、話をしてもらいました。

私の挑みたい事

私の仕事

私のこれからのテ－マ

私は今年これをする、考える

10分程度とはいえ、質問やその後の討論などを加えると、一人にかかる

時間は30分をはるかに越え、話し合いは早朝にまで及びました。全都を載

せるわけにはとてもいきませんが、私達がSAF Eの活動の中でどんな自分

を確立していったのか、今考えていること、自分たちの活動の反省など合宿

での「声」を簡単にまとめてみました。

・普段の活動では、個人としての感情にまで踏み入ることができず、ある一

線というものを越えられなかった。みんなの弱い部分、人間的な部分をもっ

と知りたかった。

・良き共同体のあり方として

1「資本主義の三角形は絶対なくすJ

2「遠路をとりあうJ

3　rみんなで汗を流す」

の3つをあげることができる。SAF Eは1と2については達成していたと

患うが、最後のひとつ　rみんなで汗を流すj　ことができなかった。

・いろいろなことを話し合ったけど、自分の興味をもったことにしか反応で

きなかった。

・面白い本を読んでも、それをうのみにしないことが難しい。会って消化し

て排泄して血や肉にすることが大変。
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・偏りのない眼というのは事実を見ること。物を見る眼が欲しい。

・学校というのは生徒を常に人との比較の中で生酒させる場。「精神のアリ

地獄」

・最近の人は、人とつながる（かかわる）ことを嫌がっているような気がす

る。人とつながらなくても募金箱にお金を入れることは出来る。だから皆、

そこに流れていくのでは？

・差別は差別を生む。差別された者も差別者になってしまう。その感情を変

えるのではなく、捨てたい。

・劣等感と差別感は同じもの。

・自分をはめていないと他人をはめられない。

・自立と自律はどう遣うのか？

白五・・・独立（1n d e p e n d e n t）

自律・・・自己を律する（自己コントロール）

り也律的』要素の強い自律も在るのでは？

とりとめのない　F声』ですが、私達のディスカッションはいつもこんな感

じです。

さて、5年前から続けてきた細々とした私達SAF E s e c tl。nの活

動もこの合宿をもって、大きな区切りをつけることになりました。SAF E

を槽成するのが大学生一人を除いて全員高校3年生であり、その邁馬（4月

からの居住先）が皆バラバラであったことがその理由です。

ただ、今までと同じような活動は出来なくても、それは「南アフリカとの

関係を絶つ」ということではありません。今まで続けてきた勉強会は、私達

にとって、自分がどうやって第三世界の人達と関わっていけるのかを考える

上でとても大切な場でした。多分ひとりひとりの形は遣うと思いますが、私

達は皆自分なりの方法で南アに、そして世界、日本、自分に関わっていくつ

もりです。

SAF E s e c tl O n一同

池田悦子・大西佐奈枝・吉田ゆか子・山本佳乃

徳嶺宏美・西澤真樹子・渡部絵美・山田励子

閲口臭・牛鳩保夫・角千奈美・古橋稔
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ケープ州、新学期の混乱

ケープ州では、今週になって子どもたちが学校に戻り始めるとNECC

と州教育局との間で衝突が起こっている。　　　　　沖スティン・ぺアース記

今週になって、西ケープ州で学校が再開されたが、全国教育調整委員会（NECC）と

新たに創設された州教育局との指示の食い違いからケープタウンでは混乱のうちに新学期

を迎えている。

萱鏡センターに報告されたところによると、生徒たちは過密状態のタウンシップの学校

から締め出されているという。このセンターは、州教育局はこれらの生徒のニーズを満た

すような有効な戦略をなんらもちあわせていないとして、NECCが設けたものである。

先週、新学期を前にしてNECCと州内のANCの教育専門家は、州教育局が新政策で

あるすべての子どもに対する初等教育の無償・義務化の実施について何の方策もないこと

に懸念を表明した。

NECCの対応は、学校から締め出された子どもたちが名前を重森できるように、タウ

ンシップの周りに萱鐘所を設ける、ということだった。そしてNECCは現在使われてい

ない校舎で、その子どもたちを失業中だが資格のある教師たちに教えさせようと計画し

た。

それらの教師たちの給料はどこから出るのか、という問いに対して、NECCの地区事

務局長シシェ・ムーンは、それは国の責任である、と答えた。

登録日に学校から締め出された子どもたちは、このままだと制度の外にはじきだされ

て、新しい学校ができてもそこに通うことができなくなる、という危惧がこのようなアブ

ロトーチを取らせた。この危惧は次に、新学期が始まるにあたって教育局が各学校長に出し

た申し送り一生徒と教師の比率を小学校では40対1に、中高等学校では35対1になるまで

生徒は受け入れること、というもの一によって抑え込まれてしまった0

これは、学校はまずできるだけ多くの子どもを入学させ、他の問題の解決は後にまわす

ように、と校長たちに指示のあったノ＼ウテン州の政策と対照的である。
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ムーンは、教育局はこの日標が非現実的であるということを認識しておくべきだった、

と言う。DETの管轄下にあった多くの学級ですら昨年の生徒数が80人を越えていたのだ

から。タウンシップのいくつかの学校が本紙に語ったところによると、教育局からこのよ

うな指示があった時期が遅すぎたり全く指示を受けていなかったりという。

教育行政委員のマーサ・オルカーズは「ある組織－NECCのことを暗に指している
一が、教育局が子どもたちを就学させようとするのを妨害している。」と非難する。彼女

はまたNECCのセンターは約束どおりには開設されておらず、従って子どもたちも慧録

をあきらめてしまったために名前はどこにも記録されていない、とも言った。ムーンは、

この苦情を「分裂を起こすものだ」として退けた。しかしながらオルカーズはまた「タウ

ンシップ内で教室と教師の不足は深刻である」ということを認めている。

両者が歩み寄らないため、関係は悪化するばかりだ。ムーンのほうは、オルカーズおよ

び他のスタッフが先週の金曜までにNECCに報告書を出さなかったという。しかしNE

CCオフィスは既にケープタウンからなくなってしまったのでNECCと連絡を取るには

ムーンのポケットベルを呼び出すしか方法がないのである。

モデルC校は授業料を徴収するのかしないのか、これは学校委員会の決定事項であると

考えるので教育局は何の指示も出していないと、オルカーズは言う。モデルC校の校長

は、ほとんどが親が授業料を払えない子どもたちを学校から締め出すつもりはない、と本

紙に語った。

しかしながらモデルC校の多くの校長は、ここ数年在学する黒人の子どもの数が目立っ

て増えることはなかった、と報告している。NECCの登録センターにおびただしい数の

子どもが現われたことと考えあわせると、黒人の子どもとその両親の大多数がモデルC校

という選択肢があることを知らないのではないか、と思われる。

一方、元カラード用だった学校は、今年の在校生の数が記録的に増えている。アフリカ

人の子どもたちにとってモデルC校よりも地理的に通いやすいこれらの学校は、1990年に

人種別学校別が法的に廃止されてからずっとアフリカ人の子どもの数が増えているが、こ

の傾向が今年も続いているようだ。

NECCと教育局は共通の認識を見出すために、水曜日の夕方、会合をもった。

西ケープ州では他の州より教育費が多く割かれていることを理由に予算が縮小され、そ

の結果教育危機はますます深まろうとしている。

オルカーズは、旧DETの管轄下にあった学校には多くの教師が配置されるだろうが、

教師職の全体像は、新予算が実施される四月一日以降、減らさなければならなくなるだろ

う、と語った。批評家たちは、西ケープ州のANCも含めて、まず最初にやらなければな

らないのは人種別に分かれていた旧教育省を統合して官僚制度を合理化することだ、と主

張する。オルカーズはANCの議論は単純すぎると一蹴する。「教員を全部確保したいと

しながらも、教育局の運営に携わるスタッフにも事欠いているのだから。」と彼女は言

う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（訳，弘中敦子）
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前田さんの写真展を見て

広島アフリカ講座　山岡　妙

4月にニコンサロンで行われた前田春人さんの写真展にいってきました．

60点あまりもの大きなパネルが展示され臨場感あふれる写真展でした。

アパルトヘイト体制下により、黒人居住区・ホームランドで暮らす一番苦

しめられながら生き抜いてきた人々と共に暮らし・語り・理解していく中

で生み出された写轟のように感じられました。

『苦しみを知る人間こそ、本当に人の心のわかるやさしい人間になれる

もの。厳しさの中でそれを受けとめて一生致命生きている姿は尊いものと

感じた』と前田さんが言われていた言葉にとても感銘を受けました。バイ

オレンスのシーンだけでない、南アフリカの人々の静かな暮らしの息吹が

感じられました。それらの写真一枚、一枚は私の心に深く浸透していきま

した。前田さんの写轟はそういう心が温かくなるような写亮だと思います勺

写真展では、『感動しました。』と涙を流す女の子や、そうかと思えば

会場に入ってわずか2分足らずで出ていく人もいました。この人は何も感

じるものがなかったのでしょうか。感じ方は千差万別なものだと息いまし

た。

サラリーマン風の男性が目を細めてポッリと『やはり、最後に行きつく

ものは人間なんですねえ。』と言われていました。国や人種を超えた、人

間のすぼらしさ、盈かさ、たくましさが伝わる写真展でした。



引っ越し　　　　　　　　　　　言霊尉

昨年の12月、ヨハネスブルグからイーストロンドンに引っ越した。J V Cとして東ケ
ープ州の農村地域での支援活動に力を入れるため、革帯所兼住居ということでイーストロ

ンドンに家を借りたのである。2年間のヨハネスブルグでのアパート生活に別れを告げた。

治安の悪いヨハネスブルグを離れることができて、正直言ってホッとした。イーストロン

ドンでの新しい住居探しから引っ越しまであまり時間がなく、ヨハネスでの荷物・家財道

具の整理や仕事の引継ぎなどあわただしくやって、どたばたと引っ越してきた。その疲労

がでて少し寝込んでしまったが、海岸沿いのイーストロンドンの街は、ヨハネスブルグよ

りずっと小さくて静かな街で、引っ越し先の家の周りも禄が多く、治安も問題なさそうな

ので、気に入った。

そのまま年末のクリスマス休暇に入り、1週間の休みをとって家を離れた。そして新年

を迎えた1月1日の午後に休暇から戻ってきた。そしたら強盗にやられて、家の中がすっ

かり荒らされていたのであるl

窓が増されて侵入され、家の中もしっかり鍵をかけていった寝室、洋服タンス、事務所

部屋、トイレのドアもすべて破壊され、こじあけられていた凸　犯行に使ったらしい厚手の

頑丈な刃物が、置き忘れていったらしく部屋の中にころがっていた。金庫、テレビなどの

貴重品のほか、鍋、炊飯器などの調理器具、毛布、洋服、靴などの生活悶品、さらには冷

蔵厚のなかの食糧までなくなっていた。おそらく3、4人のグループによる犯行だろう。

両の巳に入られたらしく、床には泥だらけの足跡がたくさん残っていた。

すぐに警察を呼んだが、やってきた白人警官は元旦から気持ちがよいらしく、酔っぱら

って赤い顔をしていた。

「盗まれた物のリストを作って、明E警察署に届け出てくれればいいよ」と簡単なセリフ

を残して帰ろうとしたので、

「指紋を取るような調査や犯人探しはしないのか？」と聞くと、

「じゃあまたあとで誰かを送るよ」と言って掃っていった。

2時間くらいたってから、別の警官らしき白人がやってきて、仕方なさそうに、面倒く

さそうに家のなかの指紋を取っていった。

「どのくらいの確率で犯人は捕まるのり」ときくと

「さあね」と言ってにやにやしている。全然やる気がないのだ。調査をする気も犯人を探

す気も、これっぽっちもないのだ。ああ、世界最悪の琶案という評判を思い出してしまう。

強盗、強姦、窃盗、殺人、傷盲‥・南アには犯罪が多すぎて、いちいち全部やってもい

られないだろうが、それにしてもあの態度にはあきれてしまう。

数日後、日本大便緒に報告しておこうと思って、担当のコウノさんに電話した。

「JVCのタカナシですが、泥棒に入られて家の中のものが盗まれてしまいました」

「いっさいがっさいですかつ」

「はい、いっさいがっさいです」

南アではこんな会話があたりまえに成立してしまうのだ。

結局、不動産屋に苦情を言って、すべての窓とドアに鉄格子をつけることにした。しか

し、いつまでたっても取付作美をしてくれないので、先に防犯アラームをつけることにし

た。留守中に豪の中に侵入されたとき、自動的に大きな音が鳴り響く警報装置である。す

べての窓とドアに部品をつけ、ワイヤーを天井に伝わせて、一週間かかってへとへとにな

って取り付けを完了した。あとで気がついたが、このアラームはイスラエル製であった。
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『ゴーディマ短削＼説集JUMP』けディン・ゴーディマ）を読む

弘中　敦子

本書は1991年に出版された短篇集の邦訳で、12の短篇小説集である。短編集

であること、比較的会話文が多いこと、こなれた翻訳であること、のためすらすら、

ぐんぐん読める。私は彼女の他の′ト説を読んだことがないが、この短編集に限ってい

えば、スピードが速い。短い文の連なりで、読者を次から次へと引き込んでゆくよう

である。

それぞれの小説の語り手はさまざまである。女も男も、子どもも大人も、黒人も白

人もいる。「激動の南アフリカを知るのに最適の読みもの」（カバーより）などと言

われると何か難しいような気がしてしまうかもしれないが、そんなことは全くなく、

サスペンス小説っぽいところもあり、とにかく読めてしまう。

措かれているのは現代の南アフリカで暮らす人々の日常生活であり、そのなかで起

きるできごとである。それは平和でも穏やかでもなく、尋常と思えないようなものだ

けれども（しかし、私たちが暮らしているこの国で起きているさまざまな事象は尋常

だろうか？）、そこで日々生きている人々もいるのだ。訳者解説もわかりやすいし、

買ってでも読む価値のある一冊だと思う。

最後に気になったところを一つ。本誌でもたびたび問題になっているけれども、「

部族」表記があること。原書でなのか、邦訳でなのかは分からないけれども、「この

地方の先住民コイコイ族［アフリカ南郡固有の語族の一つで、ブッシュマンとホッテ

ントットを含む］」という書き方はあまりにもひどい。（なぜひどいのかは、楠原彰

著『アフリカの飢えとアパルトヘイト』57ページ，亜紀書房1985年　を見てください。）

『ゴーディマ短篇小説集JUMP』

ナディン・ゴーティマ著

ヤンソン柳沢由美子　訳

岩波書店　定価2008円
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理念を欠くあいまいなアフリカ 

1、理念の帥ら金儲けの国への変貌

激しい白人と黒人との間の内戦の結果生まれたジンバブエは、かつては先に独立したア

フリカ諸医の急進的なアフリカナイゼーション、または社会主義化の影響によってそれら

の国々の行政、流通、経済の効率が急激に低下したという反省に立って、ローデシア時代

からの経済の白人支配の構造をアフリカ人政権樹立後もそのまま温存し、性急に社会主義

的な政策を当てはめないという柔軟な経済政策を取る国として知られていたd社会王義を

揉横する国であるにもかかわらず、その国の経済体制及び様相は資本主義国的であり、そ

れは同じくかつてのスターリンに反旗を翻し、コメコンに背を向け、西側の資本を大胆に

導入したチトーのユーゴスラビアを思わせ、そのジンバブエの姿に「ユーゴスラビアの遭

」ならぬ、「ジンバブエの道」を思う者もいた。8年の独立後のジンバブエは・何度かの

辛魅や教育を受ける機会を持たなかったアフリカ人を登用したことによる経済、行政の停

滞はあったものの、当初の予想を覆す安定した経済発展を遂げ、見かけ上は白人支配時代

の安定した社会秩序を約10年間維持、温存した。

しかし、89年から91年にかけての東欧、ソビエト連邦の社会主義体制崩壊後、社会主義

体制及び統制経済体制を取ったがために、経済及び財政が極度に悪化していたアフリカ諸

国は、社会主義を放棄し、IMF、世界銀行の勧告を受け入れ、強権政治の廃止と多数党

剃化、行政改革と経済の自由化を進めた。こうして社会主義体制の崩壊後は、アフリカの

みならず世界各国でも社会主義という理念を追い求めるのでは無く、皆が経済的成功を追

い求めるという傾向が定着するようになった。ジンバブエでも例外では無く、92年には社

会主義の放棄を宣言し、IMFの勧告により、肥大化していた官僚制度の非能率の是正の

ために人員削減を進め、外貨への換金を自由化した。経済の自由化が進められた結果、輸

入製品が増え、人々は金儲けのチャンスを逃すものかと個人輸入、露天商、個人タクシー

会社、その他諸々の事業に走った。また、独立後川数年問起きなかったのが不思議な現象

であるが、金儲けのチャンスを求めて、またはハラレというアフリカ有数の近代的な都市
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への憧れからか、農村から都会へ出てくる若い男女が増え、ノ＼ラレの街はそういった右も

左もわからない若者に占領されるようになった。そのためか、つい数年前までは植民地都

市の匂いを残し、安定した秩序の榎やかな街だったノ＼ラレは一変してしまった。治安はナ

イロビやヨハネスブルグほどではないが徐々に悪化し、街には人々が金を追う空気が支配

した。かつてはユーゴスラビアのようであった理念の国ジンバブエは、社会主義体制の崩

壊、冷戦終結という外的要因によってどこかへ行ってしまい、冷戦終結後の旧社会主義国

や成長著しい東アジア諸臥欧米の資本主義国と全く同じような経済体制、人々の思考法

2、アフリカにおける社会主義の理念の果した役割と閥据後の世界を覆う理念の空白

かつて社会主義の理念がアフリカにもたらしたものは、経済、流通、行政機構の非効率

による葺鮭、多額の対外債務、投資の行われなくなったインフラストラクチャー、動かな

いエレベーターや蜘蛛の巣の張った空港施設、反対者への拷問、独裁者や支配者の豪勢な

生活であったと現在評価されているが、その一方ではアフリカ社会にある程度の秩序と調

和をもたらしていた。90年代に入ってからのアフリカ諸国の経済の自由化は社会王墓や統

制経済といったかつてのアフリカの支配体制がもたらした貧困、対外経済債務といったマ

イナスを、現在の経済自由化の雰囲気は埋めてくれるものなのかも知れない。しかし、そ

こには世界の経済自由化、経済的成功が最高のものとする世界的傾向に引きずられる理念

の無い、あいまいなアフリカ像、アフリカの政治像、アフリカ人像が浮かび上がってく

る。社会主義思想は、これはあたり前のことではあるが、元々アフリカにあったものでは

無い。アフリカの社会主義体制、及び社会主義思想は、アフリカ諸国の独立時に、もしく

はクーデター後に無理矢理アフリカに当てはめたものであって、当時も現在もアフリカに

マルクスが書いているような産業社会などあるわけが無かった。ただし、その社会主義思

想や社会王義体制も、冷戦下ではある一定の秩序や調和をもたらしたのは輝かである。冷

戦下の世界体制の下で、もしくは冷戦下のミサイルと核の傘の下で、社会主義はアフリカ

にある一定の秩序と調和をもたらす機能は果たした。

しかし、その社会主義体制も東欧で、次のソビエト連邦で内部崩壊をし、世界各国はそ

の自由化の動きの先頭を走ったポーランドの現在の経済的成功を追随する形になってい

る。二か国のみになってしまった現存する社会主義国のキューバと北朝鮮でさえも、それ

ぞれ経済解放政策の採用や経済特別区の設置といった世界的な趨勢に合わせた経済政策を

取らざるを得なくなっている。このような世界的傾向は今後しばらくは続くであろうし、

また東欧・ソビエト連邦の社会主義体制の崩壊と冷戦終軌ま、その傷跡を世界各国に100



年近くの長きにわたって残すであろう。現在では社会主義体制の崩壊は良いことであった

との論調が支配的であるが、その崩壊が残した世界各国の「理念の空白」という傷跡の方

3、社会主義革命の理念に変わる新しい理念の台頭

社会主義体制の崩壊、冷戦の終結によって、世界の特徴ある政治、社会体制の国々が消

え、世界中が金太郎飴になってしまったとの声が聞かれるが、良く日を凝らして見ると世

界には社会主義の理念に変わる新しい理念が生まれつつあることに気付く。現在の経済的

成功を最良のものとする世界的傾向の先頭を走っているのは∴東アジア諸国である。その

中でもトップに位置する成功を収めているマレーシア、シンガポールの政治指導者が、こ

こ数年言い始めている汎アジア主義の理念が、社会主義の理念に代って世界中に大きな影

響力を及ぼし始め、それがしばしばこれまで世界を経済的にも、政治的にも支配してきた

白人社会側の理念、利害と衝突を起こし始めているのである。そう言えばマレーシア、シ

ンガポール共に、その激しい法律といい、汎アジア主義やルック・イースト政策といった

理念といい、画一的になりつつある世界の中では今や最もユニークな国になってしまって

いる。かつて社会主義は、その労働者の暴力革命の理念によって西側資本主義国の支配体

制、資本家にとって脅威となったのであるが、現在の汎アジア主義は有色人種の経済的成

功と将来の世界経済支配の可能性、そしてハイ・テクノロジーの導入と効果的浸透によっ

て、これまで世界の経済、政治、軍事を支配してきた白色人種にとって脅威になりつつあ

ると言える。これはかつて社会主義諸国が行ったような、理念や理論武装による西側の支

配体制攻撃では無く、経済力、ノ＼イ・テクノロジーの導入と効果的浸透という優位性を根

拠にした物言いであり、その分現在の西側支配体制にとってみれば、その自らの経済的衰

退も相まってかつてのクレムリン以上に誠に不愉快な存在であろうと推測される。

かつてアフリカ諸国とアジア諸国は、ほぼ同じ時期に帝国王義支配から独立し、その後

どちらとも苦しい時代を体験したが、この数年間で経済的にも、政治的にも大きく差がつ

いてしまった。冷戦終結後の、経済戦争の時代の到来と共に理念の空白と社会的な混乱を

きたすようになってしまったアフリカが今必要としているものは、かつて無理矢理にでも

社会主義の理念を持ってきたように、その秩序と調和を図るために経済力をその背景とし

た汎アジア王義の理念を何らかの形で持って乗ることではないのか。経済的にも衰退し、

経済的自由化の波の中で人心も混乱し、経済的に豊かになるための工業化の始まる可能性

さえ見えない現在のアフリカでは、社会主義の革命の理念に代って、経済的なノウハウを

含めた詳しアジア主義の理念の導入が求められているように思える。　（95年4月13日）
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南アのために世界が祈る日
ー草の根との新たな連帯を－

南アフリカは多くの問題と苦悩をかかえながらも、共生社会に向かって歩んで
います。教会も同じ状況の中で、社会に対してはいやしと和解を・またマンデラ

政権に対しては「批判的連帯」をもって南アでの使命を果たそうとしています0
1976年6月16日の「ソウェト髄」は繰り返し想起しなければならない出来事

であると考えます。そこでは子供たちが共に生きることの大切さを私たちに語り

かけています。

私たちは南アフリカの状漁そこでの子供たちの生活を学び、南アフリカ民衆
のために祈り、民衆と共に生きる道やその可能性を探るために集会を計画しまし

梼原彰さんの南ア体験を通して、連帯の軸を探りたいと思います。是非ご参加

☆とき1995年6月17日は）15：M～17：00

☆ところ日本キリスト教鯛4階会誤東京酢踵韻鶴議議戸

☆報告『南アレポート一子どもたち蛤－』桶膨さん個学院大学教授）

主催日本キリスト教協議会南部アフリカ連制、委旦会　（別3－3203－0372）

共催　日本基督教団社会委員会

アフリカ行動委員会

日本国際ボランティアセンター

・ヴィクタ一・マトム氏をはじめ多くの南アフリカ人が魅力的な写真作品を生み出し

ていることは、皆さん御承知の通りです。日本にも、長倉洋海氏や奥野安彦氏のよう
に南アフリカを鋭く写し撮った写真家がいます。今月号でご紹介した前田春人さんも

その一人。賀金敷ですが、特別の印刷でお届けしました。　　　（Tom）
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