
1989年10月16日第三種郵便物認可1995年5月1日発行（毎月1回1日発行）No・80

1995年5月　第80号

もくじ

＊南ア最新報告（第1回）　高梨直樹　2

＊私と『名誉白人』　　　吉岡佳奈子　6

＊トラン兼イで農業トレーニング　高梨直樹　7

＊響け！いのちの声！　　海野るみ　8

＊マシイレ中等学校合唱団　実行委員会13

＊マシイレ支援カンパのお患い　　　　16

発行　あんちアパルトヘイトニュースレ夕べ編集部



（21アンチ・アパルトヘイトニュースレター　　　　　＿＿＿一＿19翠竺5月エロ発行　焉三種郵便物許可

南アのために世界が祈る目
一　草の根との新たな連帯を　－

1995年6月17日（土）

日本キリスト教会館会議室

南ア最新報告（第1回）　JVC高梨直樹

【司会】南アのために祈る日集会にご参加いただきましてありがとうございます。昨日は

ソウェト蜂起から19年目の6月16日でした。新聞には、ソウェト蜂起の日が『青年の

日』として祝別こなり、ANC青年同盟を中心にした催しものがあちこちで開かれたと載

っていました。

ァパルトヘイト体制に反対し、特に白人から強制されたアフリカーンス語の使用を拒否

した子どもたちの蜂起が起こったのがソウェト蜂起ですが、もちろんその前もその後も・

南アの黒人たちはアパルトヘイト法のもとに様々な差別、弾圧を受けてきました。近年、

マンデラが釈放されて白人政権との対話が始まり、全人種参加の選挙が昨年行われ、暫定

政権が樹立されてマンデラが大統領に選ばれました。これで一応かたちの上ではアパルト

ヘイトはなくなったと言われていますが、本当にアパルトヘイトはなくなったのかどう

か、今日はJVCの高梨さんにお話をしていただきたいと思います。彼は1992年からJV

cスタッフとして南アフリカに滞在されて、特に生活改善のプロジェクトに携わっていら

っしゃいます。はじめはヨノ＼ネスプルクで生活されていて、今はイーストロンドンでプロ

ジェクトの仕事をしています。

今日の会の主催は南部アフリカ連帯小委員会といいますが、私たちもこのソウェト蜂起

のことを心に留めて、その歴史のもつ意味や現在の問題点などを考えて、毎年この集会を

聞いています。

それでは、高梨さんからお話をうかがう前に、会を代表して君島先生から挨拶をお願い

します。

【君島】日本キリスト教協議会南部アフリカ連帯委員会の君島です0私どもは長い間この

ソウェト蜂起を覚えて、祈り、そして南アと何らかのつながりをもとうとしてきました。

特に教会のつながりをつくろうとしてきました。10年ぐらい前の南アの集会というもの

は、だいたいこのくらいの少人数でやっておりまして、また元に戻ったというような感じ

がします。

新聞報道などでも、新しい時代に入ってどんどん南アは良くなるし、関心を持つ必要は

もうなくなるのではないかという状況の中で、私どもはここにこだわり続けて、何らかの

連帯を作り出していきたいと計画しているわけです。来年は20周年なので、資料を用意し
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てきちっと私どもの運動の総括をしたいと考えています。

今回はJVCの高梨さんに急遽お願いして、本当に申し訳ありませんでした。選挙後一

年経ちまして、南アの人々の生活はどう変わったのでしょうか。スライドを含めてお話い

ただけるということなので、十分に語っていただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。

【高梨】お招きいただきまして本当にありがとブございます。私はJVCの現地駐在員と

して現場の活動に携わっています。一年に一回、JVCでは一時帰国が認められているの

で、毎年このようにお招きいただき報告させていただく機会を作ってもらっているのです

が、今日はネルソン・マンデラ大統領が誕生してからちょうど一年たった今∴草の根レベ

ルでの人々の生活はどのように変わっているのかということを中心にお話したいと思いま

す。

私は最初ジョノ＼ネスバーグに二年おりまして、昨年の暮れからイーストロンドンという

町に移りました。そこはインド洋に面した海岸の港町で、産業都市でもあります。イース

トロンドンの近くにムタンツアーネというソウェトの次に大きな旧黒人居住区があって、

そのまわりにメルセデスベンツの工場ですとか、ネッスルコーヒーの工場、それからジョ

ンソン・アンド・ジョンソンの工場、繊維工場やプラスチック工場とかのある大きな産業

都市の一つです。

このイーストロンドンは、ジョノ＼ネスバーグと比べたら、まあ静かで落ち着いた感じの

する町です。さきほど言ったように工場がたくさんあるので、そこの黒人たちは工場労働

者であるとか、あるいは白人商店で働いている人たちです。町で野菜とかいろいろな物を

並べて売っている人たちもいますし、白人家庭で庭師やメイドをやって生活している人も

多いのですけれども、その一方で失業している人たちもすごく沢山います。ムタンツァー

ネ、あるいはその周辺には、いわゆるスクォッターキャンプもたくさんできていて、そこ

には仕事にあぶれている人たちがまだまだ沢山います。

私はイーストロンドンに移ったとき、治安の問題はなさそうだし、わりと落ち着いた感

じの町だったので家を借りたのですが、そこは囲いも鉄格子も何もない家でした。囲いも

何もないものですから、黒人が毎日庭をつつきってやってくるのです。仕事をくれ、バン

をくれ、古着はないか、と毎日やってくるのです。そのように、苦しさに苦しんでいる人

たちがまだまだいます。

引っ越してすぐ、年末の休暇を一週間とって遊びに行ったのですけれども、元旦に帰っ

てきたら、窓とかドアが壊されていて、全部こじあげられていました。泥棒に入られ、テ

レビ、ラジオから毛布、シーツ、枕カバー、冷蔵庫の中のマーガリン、味噌にいたるまで

何もかも持っていかれてしまいました。その夜は海岸沿いのホテルに泊まるしかないかな

と思ったのですが、黒人の群衆が500mぐらいの海岸にいっぱいいて、その人混みにはま

ってしまった私たちは脱出するのに一時間もかかってしまいました。結局、ホテルは全部

いっぱいで、隣りの家の人に泊めてもらったのですが。そのとき、10万人の黒人たちが初

日の出を見にきていたのですが、そんなことは初めてということで交通整理にあたってい

た警官は7人しかいなかったそうです。ずいぶん雰囲気が変わったなあという感じがしま

した。

その家があまりにも無防備だったものですから、もう一回引越しをしました。その近く
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のショッピングセンターに強盗団が入り、葺区けつけた警官と銃撃戦をやったりしました。

町の中でもそういう治安の悪さがあります。選挙前は、皆さん知っていたように政治的暴

力で、ものすごく混乱していました。が、選挙が終わってからは政治的暴力が著しく減っ

て、安定してきたのは本当によかったことだと思います。ただ、今私が言ったように私自

身の身の回りでもそういったことが起きていて、一般的な犯罪、強盗だとかは増えていま

す。治安は全体的に悪くなっているのではないかな、という印象を持っています。

私自身が担当している地域でも、レソトとトランスカイの境では、どちらがやっている

のかわからないけれども家畜泥棒みたいなことが起きて、殺しあいになったりしました。

南アの周辺のさらに周辺みたいなところで傷つけあったり争ったり、そういう暴力や事故

はかなり起きています9それから、タクシー戦争というのは、ずいぶん長い間やっていま

す。コンビという黒人のタクシー協会が二つあります。その協会どうしでルートの取り合

いや、客の奪い合いをしています。道路をブロックしたり、撃ち合いにまで発展したりと

か、そういう暴力は未だに続いています。だから、黒人の底辺の人々の生活は、まだまだ

そういうふうに、治安の悪さだとか暴力に脅かされているといえます。

もう一つ、私自身の身の回りで起こったことをお話します。

イーストロンドンの私の家の隣りでレイモンドさんという庭師が働いていました。黒人

の33才の男性で、彼は日雇いみたいな形で働いているものですから、私の家でも働かせて

くれないかという相談を受けました。じゃあ過1回か2回来てくださいってお願いしたの

です。彼は、私のことを、いつも“サー，という呼び方をするのです。私を呼ぶときは「

サー」です。ハイは「イエス　サー」、いいえは「ノー　サー」、ありがとうは「サンキ

ュー　サー」。申し訳ないは「アイム　ソーリー　サー」になっちゃうんですね。今の時

代に、私が“サー【と言われても、まったく初めてのことでしたし、なんだかちょっ

と…。“サー”と呼ばないと仕事につけないという現実は、まだまだ残っているのかなあ

ということを感じました。昼飯はウチで十緒に食べてくださいと作ってあげるのですけれ

ども、イエローとかホワイトの家で一緒に食事をするのは初めてだと彼は言って、日をウ

ルウルさせるのです。この人たちの生活とか意識はなかなか変わらないし、厳しいものだ

なと感じています。彼は別の家でも働いていたのですが、その人の家も強盗に入られて、

彼が疑われてクビになったそうです。子どもが4人いるのですが、今、どうしているのだ

か…。おそらく、仕事がなくて困っているのではないかなと思います。そういう、今まで

十分な仕事につけなかった人々の生活をたて直していくのは、ものすごく大変だなあと思

っています。

南アフリカ全体で、選挙後、新政府がどういうことをしていくのかということがあった

のですが、一つはRDP（復興開発計画）というのがあって、それがどれだけこれから進

むのかが注目されています。この一年ではほとんどまったく進みませんでした。AN

Cは、仕事、住宅、教育、というテーマで選挙をたたかって勝ち、それらのテーマは黒人

大衆の要求であったのですが、住宅建設に関してはほとんど進んでいません。住宅や道路

を建設して公共事業を起こして雇用を作っていくということだったのですが、住宅建設が

進まないので雇用創出もできません。住宅30万戸を作れば90万人の雇用が創出できるとい

う話もあるようですが、なかなか進んでいません。それから、学校教育では、1D年間の義

務教育を約束していました。今年から、黒人も含めたすべての子どもたちに無償の義務教
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青が与えられるということですが、今は実際にはそれができていませんb学校や教室が足

りない黒人の子どもたちが白人の学校で受け入れてくれと行くのですが、白人の学校はそ

れを拒否してケンカになるというような問題も出てきています。

それから、医療について言いますと、6才未満の子どもたちに対する医療をすべて無償

にする、それから妊婦も無償にすることを始めたのですが、患者がたくさん来ますから、

秦品不足が起きたり診療自体が雑になるし、仕事が大変になるのでスタッフが待遇改善と

か賃金値上げだとかを要求してストライキをやったりとか、悪循環になったりしていま

す。私も病気になったときにイーストロンドンの病院に行ったら、黒人の患者でいっぱい

でした。恨番を待っていたら、足を折ったり、寝台車に固定されて運び込まれる人、額を

パックリ割って血ダルマになってプラッと入ってきてぺタンと床にへたり込んでしまう

人、シャツが血だらけの人など、何だか野戦病院みたいで、すごいなという感じでした0

もちろん、こういうのは医療の体制自体を改善しなければいけないのですが、人々の生活

自体を回復していかないと、医療や福祉の面でも本質的には改善されないのではないかと

考えています。

それでは、虐げられて不利な状況に置かれてきた人々の生活をこれからどうやって取り

戻していくのか、回復していくのか、というところで、私たちJVCは生活改善プログラ

ムに協力しています。JVCのプログラムの特長というか、基本にしていることは、地域

の住民が力をつけて自分たちで日々の生活改善をやっていけるようになること・あるいは

開発プログラムを自分が計画に参加して決定して実施していけるようになること・そうい

う地域の人々自身が力をつけていくようにするためのトレーニングや教育、そういったプ
ログラムに対する支援をしていこうということです。現地の人々が、できるだけイニシア

チブをとって自分たちでやっていく改善プログラムに協力しようということでやっていま

す。

JVCでは、大きく分けて3つのプログラムをやりました。一つは職業技術訓練のプロ

グラムです。これは、難民高等弁務官事務所という国連機関があるのですが、その

UNHCRと昨年契約して、2年間のプログラムということでやっています。対象にして

いる人は、国連の難民高等弁務官事務所のプログラムということで、主に政治的に亡命し

ていた人々とか、マンデラさんの釈放以後、南アに帰ってきて人々。そういう帰ってきた

人たちがこれからの南アフリカの社会に戻っていくことを可能にしていくために、そう

いった職業技術の訓練プログラムを提供しようということでやっています。

昨年は、このプログラムで約600人の人をトレーニングしました。コースの内容は、建

設関係で、レンガ積み、配管、電気、溶接、それから女性たちの裁縫プログラム0黒人た

ちも肉体労働だけでなく、専門的な管理職につくべきだというアファーマティブアクショ

ンなんていうのもあるのですが、それに対応してコンピューターだとかマネージメントと

いったトレーニングにも研修生を送りました。南アではすでに既存のトレーニングセン

ターがあるのて、そういう所に受け入れてもらって研修しようということで、JVC自体

は申し込み用紙を配り、スクーリングや面接をして、各トレーニングセンターと連絡を取

り合ってその人のためのコースを設定し、学費を負担して送り出します。ある種の奨学金

プログラムと考えてもらってもいいかと思います。　　　　　　（以下、次号に続く）
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私と『名誉白人』

吉岡　イ≡巨素子

新しい南アフリカの出発は、全世界に喜びをもたらしました。しかし

だからといって、「名誉白人」という不名誉な過去を自らの手で解決で

きなかった私たちが簡単にそれを記憶から消し去っていいわけがありま

せん。多くの人が忘れかけているその問題と真剣に取り組もうとしてい

る南ア生まれの吉岡さんに原稿をお願いしました。　　　（編集部）

「名誉白人」とは何か。この点を軸に、南アフリカと日本との関係を考えること。これ

が、私の卒業論文のテーマである。何故、テーマに南アと日本の関係を取り上げるのか。

これについて、2つの点から、私が漠然と考えていることを述べることにする。

第一の点は、「国際化」を試みる日本と環実とのギャップである。現在、「匡】際化」と

いう言葉が多く用いられている。しかし、「国際化」の実体は、はっきりしない。「国際

社会における日本の役割」や「国際貢献」というような言葉から想像すると、「国際化」

とは、世界を舞台として様々な活動をすることのようだ。企業のパンフレットを読むと、

海外進出＝国際化といった感じもする。だが、私は「国際化」を次のように考える。それ

は、対等な立場で相手（の国・人）を理廃しあうことである。対等であるためには、自国

についても深く知る必要があり、それには、いたみも伴うと私は考える。南アとH本の関

係を問うことは、即ち、「名誉白人」という日本にとって触れられたくない、「いたみ」

に触れることは、其の「国際化」への一歩であると考える。

第二の点は、日本人の人種観が「名誉白人」という言葉に象徴されていることである。

白人であることを名誉とするという考えは、脱亜入欧という考えと同質のものである。こ

の意味で、アフリカとアジアは遠くはない。しかし、アジアに対する日本の過去の反省が

（内容は別として）行われ始めている、少なくとも関心を持たれているのに対し、南アフ

リカについては、忘れ去られようとしている。それは、マスメディアを見れば明らかであ

る。日本の過去への反省は、アジアだけでなく、他の国に対しても行われるべきである。

また、人種的偏見がそこにあるのならば、一部だけを取り上げるのではなく、根本を見て

いかねば、解決にはつながらないだろう。昨年のマスコミの南アフリカへの注目は、根本

を問うチャンスであったのではないか。そのチャンスは、現在、失われつつあるが、今「

名誉白人」を問うことが、日本の人種観の根本につながると考える。

このように、私は2つの漠然とした考えで、南アフリカと日本をテーマに運んだ。卒業

論文への取り組みは、まだ始まったばかりであるが、資料を集め、考えて、しっかりと肉

づげをしてい善たいと思っている。
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トランスカイで農業トレーニング　　富品樹

2月に福島県で有機農業を実践する村上其平さんを南アに招き、JVCが支援するイシ

ナンパ地域開発センターで、1週間の農業トレノニングコースを実施した。村上さんはバ

ングラデシュで6年間NGO活動に携わり、その後もタイやフィリピンで農業指導をして

きた蓮験をもつベテランである。

トランスカイでは、1960年以前は1世帯あたり3～10haの土地を使用していたら

しいが、60年以降すすめられたリハビリテーションスキームといわれる強制移住政策に

ょって、狭い地域での集団定住化がおこなわれ、イシナンパが位置するマウントフレーレ

周辺地域では頂在、1世帯あたり最大1haの農地が割り当てられているだけである。しか

も土胤は政府の所有ということになっており・人々にとって割り当てられた土地について

「この土地は自分の土地だ」という感覚は削、ようだ8また・60～70年代に急速にす

すんだ南アの工業化にともない、働きざかりの男たちは鉱山や都市への出稼ぎ労働へと追
い立てられたbさらに、80年代の初めから続く厳しい干ばつによって、農村に残ってい

る人々も多くがやる気を失っているロ雨が降らないとどうしようもないといった感じだ。

町のマーケットにならぷ野菜は、広大な白人農場で生産されたものである。こうして南ア

黒人の農業は、この30年の間に急激に壊されていったと考えていいだろう。

それでも農村に生きている人々にとって、せめて家族が十分食べていけるだけの野菜は

作らねばならない。イシナンパの活動に参加しているゴッツェ村では2年前から13人の

女性が集まり、2haの土地を借りて野菜作り協同組合を始めている凸しかし、水不足や虫

による被害、土地を有効に利用する農業の方法を知らないために、なかなかうまくいって

ないのが実状だ。

今画のトレーニングは、このゴッツェ村の組合のメンバーと、周辺の村で農業に関心の

ぁる人、イシナンバのスタッフの約15人で行った。村人から捷起された問題は、干ばつ、

土壌の流出、土質の劣化、虫による被害である。村上さんは、森林にはこれらの被害がな

く、土も豊かでさまざまな植物が生きていることから、森林をモデルに生蛙系を考え、そ

の循環のしくみを農業にうまく適用することを指導して下さった。その要点は・土をしっ

かり保護すること、その土地のなかでの循環を利用すること＼多様な作物を育てること・

いろいろな高さの櫓軌野菜を作ることである。そして最後には、その異体的な農法とし

てのマルチ、堆肥作りの実践指導がなされた。また、ゴッツェ村共同農場の改造計画‖こつ

いても話し合い、まず農地を小さく区画してから、緑肥や植臥様々な野菜のミ′クスク

ロッピングなどの方法を試してみることをアドバイスしてもらった。

村上さんは、「ここは水もなくなって20年後には人が暮らせなくなっちゃうんじゃな

いかな」と悲観的な指摘をされた。現場的にはそのくらい厳しいところだ0そんな環境の

なかで、収入にもならない農業をやっていくというのは＼やっぱりたいへんなことだ0若

者も離れていっている。しかしJVCとイシナンパは、今年の目榛をイシナンバの農場と

ゴッツェ村共同農場で、このトレーニングで学んだ生態系農業のモデル農場を作ることに

ぉいている。トレーニングで学んだことを自分の畑でさっそく試している村人もいる0モ

デル農場ができるには、3年くらいかかるだろうD大きな運動にはなりえないかもしれな

いが、辛抱強く応援していきたい○イシナンパ代表のノクゾラ・マギグさんは、「昔はみ

んな農薬や化学肥料を使わない自然の農業をやっていたわ。今回のトレーニングは・私た

ちの文化を取り戻していく運動のひとつでもあるわね」と語っている。
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響け／いのちの声／
－マシイレ中等学校合唱団来日に向けて一

海野（塩月）るみ

プ二日ワーグ

私にとって、マシイレ中等学校合唱団との出逢いは、私と南アフリカとの出逢い
の次に衝撃的で、私の生き方そのものにズンと重みをもって入り込んでくるものだ

ったように思う。私と南アとの出逢いが私の人生そのものを方向付けるものとなっ

たように、彼らとの出逢いはこれからの私の生きる道筋に素敵な彩りを添えてくれ

る予感がある。

私が彼らと出違ったのは、今から3年前、私にとって初めての「里帰り」となっ
た1992年7月のことである01987年7月から1989年1月までケープで

の18ヶ月間の留学を終えて日本に戻った私は、その頃まだ悶々とした日々を過ご

していた白ケープでの生活は私の人生をいわば「狂わせて」しまっていたからだ。

もっと正確に叙述すれば、私は南アに対するカルチャーショックと日本に対する逆

カルチャーショックとの間で、社会への適応性をほぼ失ってしまっていた。私のア

ンバランスなむき出しの精神が、「狂った」日本と直面していたのである。（とは

言っても、南国生れの気質がそうさせるのか、はたまたこれも「ケープナイズ」の

お蔭か、いつもいたって楽天的だったことは幸いである。）

私が「里帰り」したのはそんな時だった。私は自分自身に一つの宿題を課してい

た0それは、これから私が南アとどう繋がっていくのか、その答えを出すことであ

る0留学の時から私の心に一つ引っ掛かっているものがあった。「馨」である白南

部アフリカで聴いたどの「啓」もが「大地」から沸き上がる生命力をもっていた。

彼らの神話や信仰を学ぶに至って、彼らがその「啓」に託す感覚と日本の伝統文化
での「啓」の感覚とにとても近いものを感じたのである。彼らの中にあるものが、

きっと私の中にもあるロいや私だけでなく、人間の中にきっとあるものなんじゃな
いか。

私は1992年の夏、私の「賢」を抱えて、冬のケープに再び降り立った。

虎凄い

ケープタウンに着くと早速、私は幼稚臥小、中学校、高校、コミュニティーセ
ンタ‾、教会、福祉施設などでミニコンサートを開かせてもらい、日本の歌を歌っ

た0そうして2週間も過ぎた頃、学生時代から大親友シロウが、カイェリチヤ（ケ
ープタウン近郊のタウンシップ）の教会でケープタウン大学（以下UCTUnlVerSrtyOf

CapeTowrl）のアフリカ系合唱団（UCTChou・OfAjilCa）がコンサートをやるらしい

から聞きに行こうと誘った。私は留学中に白人系の合唱団（UCTCh。r，、とは言って

もどちらも「人種」的にはオープンだったのだが）には参加していたし、友人が「オ

ブ・アフリカ」の方に参加していたりもしたので、興味もあり二つ返事で行くこと

にした。しかし内心は然程期待していなかった。いずれの合唱団にしても、UCTの
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音楽学校生以外による同好会組織なので、あまりレヘル的には誇れるものではない
ことを知っていたからだ。

教会に着くと、まさしく「満員御礼」の状態だった。女性はロングドレス、男性
は蝶ネクタイのUCT合唱団は、次々とナンバーを飛ばす。時々、テナーの声が裏返

ったり、パスが音をはずしたり、ソプラノが上がりきらなかったりと、多少の難は

あるが、力強い歌声である。延々1時間半ほど歌いっぱなしの後、観客の声援を受

けながらステージを降りた。

さて、休憩かと思いきや、14、5歳から18、9歳くらいの子どもたちがステ
ージに上った。友情出演らしい。お揃いのユニホーム、とこかの高校生らしい。私

と同年代の先生らしい女性が手を挙げる。その指が空で一拍目を振りおろした瞬間、

教会がふるえた。いや、ふるえたのはそこに座っていた私の全身だった。次の瞬間、

教会中の観客が甲高い声で歓声をあげた。素直な歓喜の表現である。しかし、子ど
もたちの声は決してかき消されることなく、ますます高揚していく。私の全身は感

動を通り越して、圧倒されていた。むしろ陶酔しきっていたのかもしれない。もう
25年以上も音楽を学び親しんできたが、他人の歌声を、しかもアマチュアの子ど

もたちの歌声を聴いて、こんなに感動したのは初めての体験だ。

彼らは、悠々2時間を歌い続けて、なお足りないという観客のアンコールを余裕

綽々でこなし、夕暮れの迫る会場を後にした。私は居ても立ってもいられず、子ど

もたちのお蔭ですっかりかすんでしまった母校の合唱団のセカンド・ステージを尻

目に、彼らの後を追った。教会の外では、先程の指揮者の先生らしき女性がコーサ

語で子どもたちに労いの言葉をかけ、気をつけて帰るよう指示しているところだっ

た。シロウも私も興奮ぎみに彼女に近寄る。シロウがコーサ語で事情を説明してく

れて、私を紹介した。先生の名前は、ノルフェフェ・ムチヤベ、この子どもたちは
マシイレ中等学校（当時はマシイレ・セン・セエ高校、以降改名）の合唱団の面々

だという。（シロクの策略で、私もこのコンサート中に飛び入り出漬したのだが）

私の歌も聴いていてくれて、「是非うちの学校に遊びにきませんか」と招待してく

れた。私は喜んで二日後の再会を約した。

これが、マシイレ中等学校合唱団と私との物語の始まりである。

アシイレ中善草炭合宿厚

二日後、私はひょんなことから私のもうひとりの親友シンシアと学校を訪れるこ

とになった。この人シンシア・チヤカはカイェリチヤの出身で、この学校の卒業生

でもある。この当時はケープタウンでモデルとして活躍していた。私が留学してい

た1987～89年当時はまだ高校生だったが、自分の人生を積極的に切り開くそ

の姿勢には、十近くも年上の私も学ぶところが多かった。

華々しく活躍する先輩を前に、この日わざわざ私のために放課後遅く残ってくれ
たという合唱団の面々は、いつもよりはりきっているようである。私は、携帯用の

小さなカセットテープレコーダーをセットした。天井の低い′ト講堂は見る間にハー

モニーで埋め尽くされ、絡み合った響きがあちらにもこちらにも、透明なシャボン

玉のように浮んで飛んでは美しくはじけていく。それはもう、響きの渦である。そ



仁＿三三LJパtナ↑イトニナースLへ′－　＿＿＿一　・1糾叫1甲子暮三tW

の中に、いのちの力強さを全身で受け止めながら、圧倒されていく私がいた。

たった二人の観客のために、彼らは延々2時間以上歌い続けた。歌う彼らの表情

は、喜びに満ちて、瞳は輝いていた。「彼らは歌う喜びを知っている」と確信でき

た。そして、その喜びを共有できる仲間がいることの幸福感に満ちていた。難しい

楽理や解釈はいらない。歌いたいから歌い、その喜びを表現したいから歌う。その
ことを彼らは十分に体験しているのである。

私は歌うことの原点に立ち戻ったような気がした。歌うことで「啓」の美学を追

求する逆も確かに一つだろう。しかし、私達が社会的な動物として生きていく以上、

歌うことの本来的な意味、コミュニケーションを忘れてはいけないのではないか。

以前に友人が「合唱の楽しさは、自分の声を聴きながらひとの声も聴かなくちやい

けないところだよね」と独り言のように言ったのが思い出された。「聾」本来の意

味が、コミュニケーションにあるとすれば、ハーモニーは「撃」で繋ぐ心のコミュ
ニケーションであろう。同じ場を共有し、「誓」をあわせることで、その昔に乗せ

て心を伝えあうのである。こうして考えると、世界の至る所でポリフォニーの形態

での伝統音楽が発達したのはうなずける気がする。人は皆、コミュニケーションを

追い求めてきたのである。

しかしながら、「高度化」した社会に生きる私達がこのことを忘れてしまって、

どのくらいの歳月が過ぎたのだろうか。私は、彼らのハーモニーを聴きながら、「彼

らの馨を日本で響かせたい」との思いを膨らませていた。そして、彼らの最後の歌
が終わった瞬間、思わずそれを口にしてしまったのである。
「日本に帰ったら、あなたたちが日本の人々の前で歌えるよう、様々な方面に働き

かけてみます。どこまでできるかわからないし、いつまで待たせることになるかわ

かりませんが、とにかく頑張ってみますね。」
一瞬のどよめきに続いて、そのどよめきは歓声にかわった。

子どもとの約束は重いものである。私には何の当てもなかったし、自信があった

わけでもない。ただ、自分の「耳」には自信があった。私が出逢った時まだ発足し

て2年目の新米合唱団だった彼らは、私の期待通り、それから南ア国内の合唱コン

クールを総な糾こした。成人のプロの合唱団でさえ、彼らの力強さには舌を巻いた。

彼らの名はメディアでも取り上げられるようになり、ケープタウンでマシイレの名

を知らない者はいなくなった。世界的なアーティストのバックコーラスを務めたり、

チャリティーコンサートでその威力を発揮したりと、現在まで高い評価を受け続け

ている。

β本／こ響け／平河の歓声／

南アフリカの変革の時代とともに、マシイレ中等学校合唱団は成長してきたとも

言える。彼らの音楽的成長も然ることながら、時代の波の中で、歌にあるメッセー
ジ性をより洗練させてきた。この点で、合唱団のために作曲を担当しているへクタ
一・ムジャナの存在は大きい。彼が作曲し、ノルフェフェが子どもたちと‾つのハ

ーモニーに創り上げていく過程で、合唱団の一体感が強くなり、コミュニケーショ

ンが深まっていくのである。
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さて、出逢いから来日決定までの経過は、正直なところ特筆するにも及ばない。

というのも、私の中にいっも子どもたちとの約束は刻まれ続けていたが、私自身の

人生の選択に忙しく、集中して事に当たれる状況ではなかった。

ノルフエフェとの手紙のやり取りは断続的に続いていたが、時間は過ぎていき、

2年余りが経った。そんな、昨年も終わりに近づいたある日のことである。私はあ

るセンターのロビーで、広島市とユネスコ共催の「ピース・ワールド・イン広計95」

というイベントがこの夏開かれ、そこに世界十ヶ国から児童合唱団が招蒋される予

定だという趣旨のパンフレットを見つけた。それから2、3日後、私の思いをテレ
パシーで受け取ったかのように、ノルフェフェから手紙が届いた。そこには、19

95年中に日本に行けるようファンドレイジングを始めたこと、既にケープタウン

の新聞でその呼び掛けを行なっていることなどが書かれていた。

私は、すぐに電話に飛び付いた○広島の例のイベント事務局に電話を入れると、

担当者（加藤さん）がとても丁寧に応対してくださった。彼女の話では、南アも十

ヶ国の候補に入っているが、選考は各国のユネスコ事務局に委ねてあるのでそちら
に連絡を取って欲しいとのことだった○私が、「できれば広島だけではなく他の都

市にも滞在して交流できるような日程を組みたいJとの旨を伝えると、それに関し

ても大変理解を示してくださり、「決まったらまた協力できるところは協力してや
っていきましょう」との快諾を得た。

ここから、「ましいれプロジェクト実行委員会」の本格的な活動が始まった。ケ
ープでは、ケープタウン最大の新聞社THEARGUSで毎適火曜日の”WOMEN”という

特集記事を担当しているモリーン・ビジーが、ノルフェフ工を全面的にバックアッ

プしてくれているDモリーンはノルフェフェを”WOMEN”で取り上げて以来のマシイ

レ‘ファンである。一一万、今はジョハネスバーグを拠点に南ア国営テレビSABCの

コーサ請放送で若者向け番組を中心にプレゼンターをしているシンシアは、私の電

話で早速ユネスコの南ア事務局に連絡してくれた。（実際には、南ア事務局はその

1週間前に事務所を開所したばかりで事情が飲み込めず、結局パリの本部に直接推

薦状を送ることになった。また、南ア事務局連絡にあたっては、
JVC／JOHANNES8URGの津山さんにもお世話をかけた。まさに傾みのヱヱヱ」だ

った0この場を借りてお礼をいいたい。）こうして、私達はケープ、ジョハネスパ
】グ、日本をつなぐ「チ山ム」となった。

ともあれ、てんやわんやの1週間が過ぎ、最終的にマシイレ中等学校合唱団が招

碑されることが決定したのは、1995年1月未のことである。

合唱団は今、一つの明確なメッセージを日本に伝えようとはりきっている。それ

は「平和」0彼らは今、はっきりと「平和」の有り難さを感じつつ生きている。新

生南アフリカの誕生をその眼で見て、自由の喜び、大切さを知った。今日本に来る

ため、たくさんの人々が肌の色や信条の違いを越えて、彼らを応壊しようとしてい

る0　もちろん、南アに争いや抑圧が全く無くなったわけではない。しかし、彼らは

これからの時代を生きる若者として、心の平和の大切さを実感している。それは彼

らが歌を通してかち得た実感であり、彼らが歌を通して伝えようとしているメッセ
ージなのである。
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日本では今年終戦50周年を迎える。私達戦争を知らない世代は、「平和教育」
を受け、「平和主義」を叩き込まれ、一見「平和の有り難み」を実感しているよう

に思える。しかし最近患う。私達の心を満たしているのは実は「平和ボケ」なんじ

ゃないかと。言い方を換えれば、私達の心は満たされておらず、その乾いた心をと

ぅ満たそうかと必死にあがいている、それが日本の社会に生きる私達の今の姿では

ないかと、寂しいかな、感じるのである。

私は、アフリカ社会の全てが巧く機能し、すべての人々が心の平和を満喫してい

るとは言わないし、批判すべきところも多いのを見ている。現代のアフリカをユ‾

トピア化するつもりもさらさらない。しかし、少なくともマシイレ中等学校合唱団

の響きの中にいる時、私は何か心に満ちるものを感じるのである日そしてきっとそ

れは、私達のとても身近なところに存在しているはずの何か一多分、人と人との心
のコミュニケーション一に通じるものなのではないかと思うのである。

「もっと素直に感じて生きよう」・－彼らの歌声は、こう呼びかけているようにも

感じる。彼らのいのちの歌声が日本の大地に響くのは、青葉茂れるいのちの夏。も

うすぐである。
（ましいれプロジェクト実行委員会　代表）



南アフリカ共和国西ケープ州

マ三ノーr Lノ中等学校合口昌団

1∩　西日本
～プロジェクトの概要とご協力のお腰い～

んましこめるこ

1991年2月にアパルトヘイト撤廃宣言が発表されて以来、南アフリカ共和国の動向

は国際的な耳目を集めています。1万6千キロ離れた日本でもそれは例外でなく、産業、

ビジネス、NGOなどの分野で少しずつ交流が活発になろうとしています。

巳本と南アとの文化交読、特にアフリカ人の持つ豊かな芸術文化の交流は、アパルトヘ

イト撤廃宣言に先立って早い時期から行われており、南ア音楽のハーモニーが織りなす自

然との一体感は、日本人の持つ自然観にも共通し、最近ではCM音楽にも使われるなど、

日本にも多くのファンを得ています。

さて、今回のプロジェクトは、こうした文化交流をもっと草の根レベルで行いたい、ま

た教育交流もできないだろうかという発想から生まれてきたものです。

今回と紹介するマシイレ中等学校合唱団は、プロフィールにも書きました通り、南アの

普通の生徒達で構成される、普通の学校の合唱団です。彼らは、特に専門的な音楽教育を

受けている訳でもなく、プロを目指している訳でもありません。「みんなと歌いたい」と
いう一心で放課後の音楽室に集い、声を合わせてハーモニーを作り上げていく喜びを分か

ち合っている同じ学校の仲間たちです。このマシイレ中等学校合唱団が、今年8月広島で

開催されるユネスコ設立50周年・広島市被爆50周年記念事業「ピース・ワールド・イ
ン広島’95」に南ア代表として参加するために来日することが決定しました。そこでこ

の権会にぜひ日本各地の青少年との交流の機会を作りたいと考え、企画しました。

日本のどの学校でも見られるものと同じように、合唱を楽しむ生徒達が、1万6千キロ

の彼方にも活き活きと生活している一言葉や国境を越えて感じることのできる歌う喜びや

愉しみを、たとえ短い間でも、E本と南アの青少年が分かち合えたら、それはどちらの若

者たちにとっても意義深い時間になるに遣いありません。また合唱を通して、お互いの若

者たちがお互いの国やそこに生きる人々について今までより身近に感じ、少しでも多くを

学べたら、それはこれからの私たちの社会に何らかのプラスとなって還ってくることで

しょう。生徒達の小さな、しかし温かい友情が最初のかけ橋となり、将来に向かって伸び

て行く時、このプロジェクトはその役割を充分果たしたことになるのです。
「アフリカ」という言葉に対して、日頃、私たちは「発展途上」や「第三世界」等々の

イメージを押しつけてしまいがちです。声と声を合わせ歌う喜びを分かち合うこのプロ

ジェクトを通して、多くの人々が今までのイメージにとらわれることなく、アフリカ人と

共感を得られることを知り、アフリカから学ぶことの多さに気づいて下されば嬉しく思い

ます。

「ましいれプロジェクト実行委員会」事務局
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マシイ　Lノ中等学奉這似憶mLE SECOWS∝mL）合口昌団

プロフ　ィ　－ル

アフリカ共和匡第二の都市ケープ・タウンからハイウェイにのること約10分。地平線

までも見えそうな広野の中に、慮れあがった「スクウォタ一・キャンプ」の群れが続

く。カイェリチャ（馳ayehts血コーサ語で「新しい家」の意）は、そんな「アフリカ人

居住区」のひとつである。

マシイレ高校は∴　このカイェリチャにあり、12才から22才までの2054名が学

ぶ。合唱団の歌にもあるとおり、「ケープタウンで一番大きな学校」である。

マシイレ中等学校合唱団は、全校生徒の憧れの的。というのも、これまで6年連続西

ケープ地区高校合唱コンクールに優勝するなど、数々の栄誉に輝いてきたからだ。合唱団

員になるためのオーディション等も特になく、歌いたい生徒は誰でも参加できる。どうし

ても合唱をやりたいと、オーディションのある他校で合唱団具になれなかった生徒が転校

してくることもしばしばだという。

では、この美しいハーモニーと鍛えられた声はどこから来るのか。

「ひとえに、ムチャーベ先生の愛情溢れる指導の賜物」と同校長ンゲレ先生は語る。

「教師の多くは、授業が終わるとなるべく早く帰りたいと思っているものですが、彼女は

合唱を愛し、子供たちを愛し、納得のいくまで指導しています。これには頭が下がりま

す。一人一人に心から接している彼女の熱意は、生徒たちにも充分伝わっており、生徒た

ちもお姉さんのように慕っています。生徒達とムチャベ先生とのこの信頼関係が、私たち

の学校に数々の栄光をもたらしてくれているのです。本当に素晴らしい先生を得られて嬉

しく思っています。合唱団は、当校の誇りであり、宝物なのです。」

指導・指揮：ノルフェフェ・ムチャベ

トランスカイ出身。トランスカイ教育大芋で音楽教育を学ぶ。以後、マシイレ中等学校

教諭。現在は英語とコーサ語を教える。合唱の指導者としては、同校を6年連続西ケープ

地区長優秀校に導くなど、高い評価を受けている。聖歌隊などにも参加。普段は姉妹との
コーラスも愉しむ。

合唱団の歩み

1988年一全国合唱コンクール　第2位

1989～1994年一西ケープ地区合唱コンクール　6年連続第1位

19‘92年－ダーバン25周年式典で、ケープ代表として最優秀合唱団に選ばれる

1994年一全国合唱コンクールの英語並びに母語による合唱部門で、成人の合唱団をお

さえて第1位、自由部門で第3位

また、同コンクールで、ノシポ・ムズクワ（17才・9年生）が最優秀女声

ソリストの栄冠に輝く
一オールド・ミューチュアル生命保険社主催合唱フェスティバルで28の成人

合唱団をおさえて第1位
→英国のロックバンド「シャカタク」のケープタウンでのコンサートでジョイ

ント、内外のプロに高い評価を得る
－ケープタウン最大の新聞「ザ・アーガス」主催のチャリティコンサート出演

クインシー・ジョウンズ・ヴァージョンの「ハレルヤ」を熱唱し観客を魅了

1995年一日本公演決定

1996年－アメリカ公演予定
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来日メンバーリスト

今回来日するのは、12才～14才の女子生徒30名とムチヤベ先生を始めとした引率

者3名の計33名です。

メロディー・マツィキザ　　　アネラ・ムチャベ　　　　　　プレシャス・トト

コンスタンス・シグワベ　　　ア二タ・ベデ

シャ八一メイン・プロウ

コリーン・ムフンダ

シルビア　ナンバ

クイ一二一・ケシャ

二コール・マジェジ

シャンガル・ケダマ

シボンギレ・ポバ

アイヴィ一・ツインギラネ

剋重量

シャロン　プロウ

ポーティア・マルワンカ

カーニヤ・ンゴアロ

アントワネット・ンチュカネ

オノリア・シゴニヤ

アレサ・ンチェカ

フェイス・ムゴゴシェ

ノシポ・ボンゴマ

ジ工二ファー・ムチョヤナ

フイリサ・L・シペコ

プヒレ・B・ニカニ

カー二・デヤコブ

ルーシー・ムトンベ二

ジャッキー・ベジサ

ヴァネサ・ムバンデゼロ

シーラ・ポヨ

シビル・パヴマ

ノルフェフェ・ムチャベ　　　　シンシア・チャカ　　　マカーヤ・ヘククー・ムジャナ

JJJ♪♪♪♪♪♪♪♪JJ♪J♪J♪JJ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪J♪J〕♪

公演＿スケジュ－ル

7月29日　　来日（広島入り）

30日～　広島での交流事業に参加

8月　2日　「ビーズ・ワールド・イン広島▼95」コンサート

4日　　宮崎入り

5日　　シーガイア・パラダイスガーデンでコンサート

6日　　宮崎少年少女合唱団との交流会

九州地区合唱コンクール県予選大会ゲスト出演

8巨］　下関入り

gE】　下関市立美術館で「ギャラリー・コンサート」

10日　　徳島入り、コンサート

11日　　西宮入り、日本の高校生との交流会

12日　　神戸YMCAホールでコンサート、大阪入り

13日　　大阪弁天町のオークホールでコンサート

15日　　離日

＊日程につきましては一部変更の可能性がありますので、ご了承下さい

招曙団体
国運教育文化科学機関（ⅧESCO）「ピース・ワールド・イン広島’95」実行委員会

各地の受入団体

宮崎．南アフリカ・歌う子どもを呼ほう会

下関．ましいれプロジェクト川下関

徳島　南ア・マシイレ合唱団徳島交流実行委員会

関西（大阪・西富・神戸）．関西・南部アフリカネットワーク



「ましい才17。ロジェクト実子〒委一邑会」の概要

今回の来日はユネスコ及び広島市を中心とした「ピース・ワールド・イン広島－95」実

行委員会の招きで実現したものです。「ましいれプロジェクト実行委屋会」は・各地の受

入団体と協力しつつ、「ピース・ワールド・イン広島■95」以降の国内での交流活動を全

般的に企画運営していきます。また、今回受け入れのない東日本地域でも支援の輪を広げ

るため、様々なイベントを催したり募金活動を展開していきますd

ご協力のお腹巨レヽ

「ましいれプロジェクト実行委員会」では、このプロジェクトを応援してくださる

「サポーター」を募集しています。支援カンパ、寄付、プレ企画、その他様々な形でご協

力いただける方、ご連結をお待ちしています。

支援カンパの送り先

この口座は今回の合唱団来日以降も継続し、南部アフリカと日本との文化交流に役

立てたいと思いますので、「今はちょっと苦しいが‥・」という方もご都合のつき

ました折にご協力いただければ幸いですロ

郵便振警口座10570－36146721

口座名　ましいれプロジェクト芙委（代表者　塩用るみ）

当プロジェクトに関するお問い合わせは

「ましいれプロジェクト実行委員会」事務局

代表　海野（塩月）るみ

電話・ファックス．0473－98－090日

〒272－01市川市行徳駅前3－15－17－102

までどうぞ

・5月号をとんでもない時期にお送りして、まことに申し訳ありません。6月号は、

なんとか7月中に発行して、7月号は8月下旬の発行、8月号を休刊し、9月号から

正常な発行にする予定です。・南アのニュース、次号にまとめて掲載します■（Tom）
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〒343埼玉県越谷市上聞久里1051－2－716　FAX・0489－78－5280

郵便振替　00100－6－549592（口座名「反ア朋ヘイトニュールタ十編集部」）
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