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南アのためiこ世界カミ祈・芝，日

ー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2回）　。Ⅴ。高梨直樹

それからもう一つのプログラムがスラムの子どもたちを対象にした教育プログラム

とで、黒人の学校にはまだ十分な施設がありませんからそういう屋外で教材なしの学

習をしなければならないような小学校や幼稚園、それからストリートチルドレンを預

かっている施設への学習教材の援助をしました。机やイス、それから文房具といった

ような。また、個人に対する服や靴といった生活用晶の援助もしました。

三つ目のプロクラムは、農村開発に対する支援です。それは、92年に私が南アに

駐在をはじめたときから継続して行っています。この農村開発の支援は、現地ですで

に活動している市民障体に対する財政的な援助と、私たちとの交流プログラムです。

交流プログラムでは、彼らを日本に呼んで集会を開くとか、あるいはJVCの他の現

場と行ったり釆たりして交流をするとか、そういうネットワークをつくりながらお互

いに励ましあっています。

少し、農村の話をさせていただきます。南アフリカについて詳しい方ならご存知か

と思うのですけれども、音ホームランドといわれていた地域は、全体の13％の土地

に黒人を固い込むということをしてきました。それが速挙直前に南アフリカに統合さ

れました。そういうホームランドといわれていた地域で暮している人たちにとってど

ういうことが問題で、どういうことが生活上厳しいのか、についてちょっと申し上げ

たいと思います。

まず一つは土地自体の問題です。南アフリカの多くの黒人は、強制移住にあいまし

た。ホームランド制度、土地法やその他バンツーホームランド法、それから都市部で

の集団地域法といった政策や法によってです。いわゆるホームランドの農村の中でも

集団定住化というものが進められて、強制移住させられてきました。それまではずい

ぶん広い地域に住んでいた人々が囲まれた中でしか住めなくなりました。その土地の

所有権が今でも政府にあるということで、土地の所有権がどうなるのかということ

と、その移住させられた土地の返還、再分配の問題は、一番シビアな問題としてなか

なか進まないと思います。そうやって移住させられた土地は、この土地は私の土地な

んだ、という実感があまりないようですね。ですから、そこで農業をやろうと言って

もなかなかやる気が起こらないというようなこともあります。

二つ白は、多くの人が家族といっしょに暮していないということです。衣食住にビ
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うしても現金がいるという生活形態になっています。南アでは、伝統的な農業と牧畜

をつぶして黒人を鉱山や工場、白人農場で働かせるという歴史をたどってきましたか

ら、黒人たちは農業で収入を得られません。農村には他に仕事もないですから、若い

人たちや男たちはみんな都市へ出稼ぎに行ってしまい、年金にありつける老人と、男

性から仕送りのある女性や子どもたちが農村に残っているという状態です。その残さ

れた女性たちが家事や農業、子どもの世話など生活の一切を担わなければなりませ

ん。このように、望むと望まざるとに関わらず、いっしょに暮していけない家族がと

ても多いのです。

三つ目は環境破壊で、まず水の問題です。早魅もあってほとんど干上がっていて、

水が得られません。清潔な水が得られないのです。それから、卑怯だとかによって農

業を壊していく過程があり、食料生産が十分にできなくなっています。また、基本的

には薪を使用しているのですが、長い間その薪のために森林を切っていたものですか

ら、森林がかなりなくなっています。南アフリカ全体で森林面積は5％だなんていわ

れていますが、それは要するに燃料がないということです。森林がなくなると、地中

に水を蓄えることができませんから、水も失われていくということも起きています。

人々の生活がそういうふうに壊れていくになかで、生きていくやる気みたいなものが

失われています。どうにかしよう、という気も起きず、やっぱり農村を出て行くしか

ない、と諦めて暮している人がかなり多いのです。

私たちが支援しているイシナンバ地域開発センターについて簡単に説明します。無

気力というか、やる気をなくした人々を励まして生活を取り戻していくという目的の

活動です。方法としては、開発の方法を彼ら自身で考えていて、それを3段階に分け

て考えています。第一段階が意識化、あるいは‘気付き”という段階で、ここで自分

たちが置かれている政治や社会、経済の状況について考えて、村の生活に必要な保健

や衛生、応急手当てといった知識や技術を学びます。村で生産的な仕事をしていくた

めにバン焼きとか野菜作り、養鶏、裁縫、編物といった技術訓練をして、自信を取り

戻していくという活動が第一段階。その訓練を受けて技術や自信をつけた人たちが村

で小さなグループを作り、協同組合として生産的な活動をやっていき、その過程で

マーケティングとか会計などの方法などを学ぶのが第二段階。第三段階の活動という

のは、イシナンバから完全に独立してビジネスとしてやっていく、彼らは農村で商売

していけるというところまでが開発の第三段階です。

それでは、スライドを使ってお話ししたいと思います。（編集部注；多くのスラ

イドを使用してのお話がありましたが、誌面の静合でそのうち5枚のスライドとその

説明のみ掲載いたします。）

【1】トランスカイ旧ホームランドの農村風景です。これはイシナンバ地鯛発セン

ターがカバーしている村の一つでホデ村というところです。土壌流出が激しくて雨
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‾　「

【1】トランスカイのホデ村。森林の消失、土壌の流出といった環境破壊もき
びしい。マウントフレーレ周辺の村では選挙後唯一この村に電気がしかれた。

が降らないと早魅になるし、降ったら降ったで地中にしみていかないので、全部土が

パァーと流されてしまうところは、エチエビアとよく似ています。森林はなくなって

いるし、土壌の流出も激しく、また非常に乾燥していて農業をやっていくには非常に

厳しい条件にあります。

【2】ここは、チャチャドゥ村です。水の量自体はかなり減っているのですが、ここ

はまだ川が流れています。子どもたちがバケツを頭にかかえてきたところを撮らせて

もらいました。

【3】　ここもイシナンバがカバーしているゴッツェ村です。トランスカイという地

域は目の前を遮るものが何もないですから、集団定住化で家々が集められてしまいま

して、村全体が見渡せてしまうのですよ。ここでは森というか林というか、パラパラ

とアカシアの木が残っていて、この地域の人たちはその木を切りだして煮炊きをして

います。その木も切ってしまったら完全におしまい、という状況です。

ゴッツェ村の女性たちは野菜作りの協同組合をやりたいというので、やる気のある

人たち11人が集まってチーフと交渉し、2llaの土地を借り協同栽培をしています。

の写真にちょっと見えている野菜はチョモリーというキャベツの一種で、彼女たちが

昨年の選挙後ジンバブエに協同組合の研修で行ったときにもらった種を試していると

ころです。真ん中に写っている人はイシナンバのスタッフで、畑仕事をうけおってい
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【2】川から水をくんできた子どもたち。チャチャドゥ村にて。

【3】ゴッツェ村農業共同組合の活動。2haの共同農場で農薬や化学肥料を使
わない有機農業を試している。
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ます。このお爺さんは50才。50才といえばまだオジさんですが、彼は29年間ジョハネ

スバーグの鉱山で働いていて、解雇されこの村に戻ってきました。他にやることもな

くてどうしようかと考えたのですが、女性たちの野菜作りに興味をもちました。女性

たちの活動に男が加わるのは恥ずかしかったのですが、面白そうだからと加わり、今

では中心的なメンバーとして積極的にやっています。

この畑で作った物はまず自給的に食べ、それから余剰が出たら販売して収入にして

いこうという活動です。

【4】これは、今年の2月に日本の農業技術者を招いてゴッチェ村で農業トレーニン

グを行ったときの様子です。ここにいるのが村上真乎さんで、シャプラニールという

バングラデシュに関わるNGOで3年間農業指導に携わってこられた方です。今でも

福島の実家で有機農業を実践しています。

農薬とか化学肥料とか外からのインプットをできるだけしないで、なるべく生態系

の循環を利用して環境を壊さない農業をやっていこうと、JVCでもタイやカンボジ

アといった現場で農業プロジェクトをやっています。そういう考え方や方法を培極的

に経験交流していこうと、このトレーニングをしました。協同組合の人たちと農業に

関心のある何人かが集まって、約一週間行いました。

【4】巳本の農民村上其平さんを招いて実施した生態系農業のトレーニングコ
ースの様子。辛蛙・土壌流出、土質の劣化虫の被害などをどう克服してい

くかを話し合った。



【5】イシナンバでトレーニングを受けた女性がはじめたホデ村のバン焼き協
同組合の活動。

【5】イシナンバでトレーニングしているプログラムの一つで、これは先ほども出て

きたホデ村という唯一電気がしかれた村の、パン焼き組合をはじめたグループです。

そこでは泥で作ったバン焼き釜で、一巨40斤のバンを焼いています。村の人たちと

か隣りの学校の子どもたちに売っています。それを収入につなげていこうという活動

で、彼女たちは毎日朝早く5時ぐらいからお昼ぐらいまでバンを焼いて活動していま

す。

イシナンバがやっているプログラムの様子を中心に活動を見ていただきました。写

真だけパァ一一ツと流しますと、それなりに活動がうまくいっているのではないかとい

う印象をもたれると思うのですが、実際にはなかなか難しい問題もあります。これま

でやってきたことの評価といいますか、成果みたいなものをいいますと、彼らが考え

ている第一段階、第二段階というところですね。イシナンバ周辺に40ケ村ぐらいある

のですが、そのうち20ケ村以上にグループができました。しかし、その先の第三段階

で、商売として販売し収入に結び付けることは現実的に難しいというか、墟望的なほ

ど難しいのです。その結果．イシナンバの活動から離れていってしまう人々も出てい

ます。

（以下、次号に続く）
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THE WEEKLY MAIL　＆　GUARDIAN 1月20～26消

政治的カンのある詩人
マゼンビ・ウコンドは詩人であり著述家であり、また住宅大臣である。

マーク・ゲヴィッシヤーがインタビューした。

「親愛なる同志、雲よ」とAN

Cの詩人であり外交官でもあるジ

ンジヴァ・ンコンドは妻のサンキ

二に亡命中別れていたときに書き

送っている。「あなたは恐れたり

しないだろう／槍をもつ兵士をも

／あなたの人間としての肉体は／

これらの邪悪を打ち負かすほどだ」

彼らは今は離婚し、彼はザンビ

アに住んでいる。しかし彼らは19

80年代にはANCの中でも優れた

文学者のカップルだった。両人の

詩集は1990年の南アフリカ作家会

議の出版物にも収められている。

彼女はルサカで仕事をしていた

ときにレベッカ・マチウのペンネ
ームで『けっして知らないこと』

という小説を苔いたが、これは女

性作家の作品の中でも特に圧目さ

れ　スウェーデンから選集として

出版された。

1970年代にはからずもANCの

地下活動に巻き込まれていったこ

の小説の主人公のように、「恐れ

ない／槍を持つ兵士をも」という

印象を与える。しかし、この小説

は、現在を理解することと将来を

決定することが不可能であるとい

うことを書いている。これは、今

まさにANCが直面している革命

の合理主義という大きな課題でも

ある。マゼンビ・ンコンドに温和

な力強さをもたらしている要素が

この小説の中にもうかがえる。

今回のインタビューでも、彼女
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は亡命と別誰の困難を揺り返し語った。また、この運動がもたらした慰めについても凸「南アの複数政党

による代表適がボンを訪れた時（彼女は1993年後半までANC代表としてボンに駐在していた）、私は国

に帰れるのだ、本当に帰れるのだと思いました。そして子どもの頃のこと、友だちや学校や家族のことを

思い出しました。そして、どのようにしたら解放された自由な人民になれるか、思いめぐらしました。」

これは、詩人としてのありようであろう。政治家としての、ではなく。

彼女は自分自身をタフな人間として描きたがる。「ご存知のように」と彼女は目を輝かせて言う。「私

はソウェト出身です。ゲットー。ジャングル。そこでは生きる術を学ぶのです。いじめられる状態に甘ん

じていたら、その後ずっと何がしかの保護科を払い続けねばなりません。そうして鍛えられてゆくので

す∴環境が人を作るのです。」

彼女は詩人かもしれない。しかしANCの中でも数少ない女性の上級指揮官になるためには政治家的な

カンも持っていなければならない。亡命生活のはじめの頃、「自由ラジオ」で働いていたときに、彼女は

当時ANC情報部長だったタポ・ムベキの副ことまった。そして、彼女はのちにムベキの下で国際部－は

じめラゴス、のちにボンーで働くことになる。

ANC内部には、彼女の地位はムベキとの関係の直接の結果と信じる者もいる。1993年に南アフリカに

帰国してから、彼女は彼の下で国際部を運営した。しかし、またムベキはしばしば彼女を見過ごしていた

という者もいる。例えば、移行期の執行委員会の外交部門で彼女の上にアジス・バハドを置いたように。

彼女はまた、困難で問題の多かったボンで仕事をしていたとき－ANCとドイツ政府との関係はあまり

うまくいっていなかった－外交団をより効果的なものに作りかえ、ネルソン・マンデラの日にもとまっ

た。実際、マンデラは先月の会議での副書記長選挙では彼女を後押ししたと思われる。彼女はすっと評判

が高く、そしてもっと左派のシェリル・カロラスに大差で負けた。内閣の消息通は、彼女の今の地位は二

つの要素の組み合わせによるものだと示唆する。一つは、能率的で、より下位の省を要求してくるであろ

うジョー一・スロボ（前住宅大臣）の後継者たちの支配下にある住宅省を自分のものにしたいというマンデ

ラの意向、そしてもうーつは新しい、特に女性の政治指導者を育てたいという彼の希望である。

「ここは本当に本当に居心地が悪いの」と彼女は言う。前任者のことなどまるで思い起こさせないよう

なプレトリアの単調なオフィスに入って2日目だった。「午後中、他の椅子がないかと探しました。同志

ジョー一・スロボの座っていた椅子には座りたくなかった。」

彼女は1976年世代である。彼女はまさに蜂起の年、ソウェトで教え始めた。彼女にとってスロボは「私

たちを政治的にも文学的にも目覚めさせた」世代の一人だった。「国を出たとき、私たちはまだほんの子

どもだったのですから。」「彼を模倣するのは不誠実なこと」と彼女は言う。しかし、省を運営していく

ことは「彼の主義を維持し、彼の築いてきたものが壊されないことを保証すること」だと言う。

彼女が住宅部門に持ち込んだ目新しさは彼女がまさに女性だから、というところにある。彼女は女性の

慣域である福祉から男性の領域である住宅へ移るという提案に対して叙情的な答えを持っている。「レン

ガを積んで家を建てるというのは男の仕事という気がしますよね。でも、別の視点から、空っぽの家では

なく家事ということで見ると、南アフリカの3分の2以上の家庭では王に女性が家事を取り仕切ってい

て、家庭の軽さというのは女性にかかっているわけです。家庭が社会の健康と調和の中心であり、その家

庭の中心を担っているのが女性なのです。」

ムゼンビ・ンコンドは前職である福祉省副大臣の地位にいたとき、女性ということで特別扱いされてい

たと感じる。「女性は采配をふるうことをほんの少ししか期待されていません。ときにはあまりにも不公

平なほどに。」福祉省副大臣としての彼女の業績には特に目立つものがない。福祉省内部の人の話による

と、省内にたいした動きがなかったが、これは国民党指名の大臣があまり変革に熱心でなかったからだと

いう。

たぶん俺の場所、他の時代だったらムゼンビ・ンコンドは有能な尊敬すべき詩人として歴史に名を残し

ただろう。しかし・彼女はまさにこの場所、この時代が生んだ詩人なのだ。1977年に亡命し、1994年に権

力の庭についた。おそらく彼女は主流の政治家として歴史に残るだろう。ジョー・スロボの後継者とし

て。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（訳；弘中教子）
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南アフリカ結婚事情とロボラ

高梨直樹

南アではロボラという日本でいえば結納金のようなものを払う習慣があります。新郎が

新婦の豪族に牛、馬、山羊、羊、喫金などを用意しますが、ごく最近では、車をさしあげ

る男もいます。通常は牛を最低6頭、平均で10頭用意します。現在、牛の相場は1頭

Rl，500～Rl，800（日本円で5万円くらい）、お金のある男は一度に払いますが、ない

男は数年かけて支払い、新婦の家族はロボラを積み立てる貯金通帳を作ります。新婦の家

族は、その半額で家具、衣装、食料などを買いそろえます。ロボラの支払いの過程で女は

男の実家に同居しますが、子供ができてしまってもまだ結婚していないというケースもた

くさんあります。同居をしてから結婚までに破綻してしまうことも珍しくありません。

旧トラシスカイの村では、たびたびではないものの伝鹿的な結婚式がまだ行なわれてい

ます。近くの男女どうしであれば簡単ですが、相手が遠い場合、新郎新婦の家族はバスや

幸を借りてお互いの村を多くの村人を引き連れて訪問します。村人は伝統的な踊りや歌で

歓待し、ご馳走、コサビールを作って一晩中踊り明かします。式当日は、教会で指輪を交

換したり、衣装替えなどだいぶ西洋式になっています。

正式な結婚が成立しないで新郎が死んだ場合、女性には何も与えられず、子供がいても

何の保障も受けられません。そのため、逆に仕事のない女性にとっては、結婚は良い制度

と思われているようです。

さて、どこの国も事情は同じようで、南アでも嬢、姑の喧嘩はよくあります。男の家に

入ってしまうと使用人のようにこき使われ、妊婦でさえ休めません。姑が早起きすれば、

それより前に起きて川に水を汲みにいかなければなりません凸若い女性はそんな生活に我

慢できず、都市へと出ていってしまいます。

もう一つ大きな問題に、男の飲酒があります。はじめは飲まなかった男も周囲に感化さ

れて飲みだし、家庭で暴力をふるうようになります。飲酒が原医で別れることもよくあり

ます。

トランスカイの地方では、昔は伝統的に3人まで嫁をもらえる慣習もあったからでしょ

うか、別れた場合、男は次の荷字を簡単に見つけるようです。結嬉前に子供が何人かいる

男の人もごく普通にいます。南アの男は家事をほとんど手伝いません凸そんななかで女に

見離されてしまう男が多いこともあってか、南アでは簡単に別れてしまう男女が多いです

。これには、出稼ぎ労働のために長いあいだ離れ離れに暮す人が多いという事情もあると

思います。

新聞には廃れつつある習慣と新聞に書いてありましたが、村ではまだまだロボラは根強

く残っています。ロボラが支払われている間は、男も心変わりをしていないという目安に

なっています。これは厳しい自然の中で村人たちが協力しあい、助け合って生きていく相

互扶助の伝統という側面もあるのではないかと思います。
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厳禁拍ニュー訝
「鋸島ア粕汁ヘイト二ュ「スレター」編集部

◇　政府のRI）P（復興開発計画）向けの世銀ローンに閑し、内閣は『理解の覚書き』を

まとめた。4億5千万米ドルは黒人の多い大都市の基本サービス（上下水道、道路、電

気、ゴミ処理など）の改善に、1億5千万米ドルは申′ト零細企業（SMMEs）援助に当

てられる。覚書善は、ジンバブエ、フィリピンなどの世銀の経験によると、融資、住宅建

設等は民間の手に委ね、政府はインフラ整備などの限られた面に介入するのがよい、とし

ている。ローンは15－17年で完了、返済は3－5年で利子は2．66％の低さである。

（4／23「すげウイム封）

◇　マンデラ大統領は、インカタ自由党リーダーのプテレジが支持者に「抵抗の結集」を

呼びかけ、そのため多くの人が命を落とすことになっているクワズールー／ナタール州の

状況を放置できないとして、同州への中央政府からの資金を絶つ可能性を示唆した。国の

財源が、同胞を殺すために使われるのを見過ごすことはできない、と述べた。他覚から独

裁的だと非難を受けながらも、同州で中央政府がより権力を行使できるよう憲法を修正す

ることも考えるという。これに対し、プテレジは大統領が憲法に反する行為に出るなら、

他の者がそうしても蚤かないでほしいと応酬している。　　　　　　（5月号各紙）

虐待された子どもたちは、今、ソウェトの安全な場所に。

ソウェトのクリニックが子どもの虐待の問題に取り組むため、タウンシップに最初の精

神傷害センターを開設した。ゾラクリニックに設けられたザモクヒェセンターは、虐待さ

れた子どもたちと彼らの両親にカウンセリングを提供する。

マトロン・ドゥドゥ　ントンベ二は、すべての他のクリニックが扱ったケースについて

このセンターに照会してほしいと述べた。「虐待された子どもたちが安全と感じる適切な

場所がありませんでした。このセンターは、児童虐待の件数が報告においても増加してい

るために設けられました。」と彼女は語る。

センターは、ソーシャルワーカー、医師、心理学者、そして児童保護班の人材からなっ
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ている。

ントンベ二によれば、彼らはすでに28件以上の事例を扱っている。それらのほとんどの

被害者は少女で、家族や隣人、そして時には兄も知らぬ人間によって性的虐待を受けた。

さらに彼女が言うには、それらの子どもたちは14才以下で、その中には数名の幼児も含ま

れていた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4／21「スター」）

1300人の生徒に教室一つ

プレトリアからほんの70kmしか離れていない村では、1300人の子どもたちが一つの教室

しかない学校に通っている。生徒たちは交管制で登校しており、何名かは教室が空くまで

数時間待っているといった状態である。

144人の生徒ごとに教師は1名。マジャカネ（ブリッツ郊外の村）にある小学校の教師

数は、校長を入れてもたったの9名である。サンデータイムズ紙の記者が、水曜日の午後

9時に学校に着いたとき、すでに700人の生徒が外で遊んだり、木の下に座っていた。「

教室」では、スタンダード1（日本の小学校3年）とスタンダード5の先生たちが、生徒

の関心を引こうと努力をしていた。2つのクラスを分けるのは机の列－それは聴鼻室でも

そうであるように2列になっている－だけだ。

スタンダード3と4のクラスには、臨時の教室がある。学校のある地域から寄贈された

波形の鉄板が教室の外壁に取りつけられて別の教室を作り出している。しかし、そこには

床がなく、生徒たちは砂っぽい地面に座り、押し合いへしあいしている。

グレイド‘1（日本の小学校1年）と2の生徒は、教室の外でウロウロしている。上級学

年の生徒がその日の授業を終わる午前11時30分に彼らの授業が始まるのを待っているので

ある。

こうしたスケジュ∵－ルは、雨後の竹の子のようにスクオックーキャンプが村に生まれ

て、村から一番近い学校一グレンウッドーの教師たちがマジャカネ村に学校を建てること

を決めてからの3年間ずっと続いてきた。その地域のゴシ（ツワナ語でチーフの意味）

は、建物を建設するための資金を提供し、親たちもまた寄付をした。9名の教師たちは、

専属の教師がみつかるまでその学校を運営するためにグレンウッドから派遣されている。

しかし、まだ専属教師はみつかっておらず、グレンウッドの職員は、彼らが本来所属する

学校から給料をもらいながら混みあった教室で教えている。

「これは別の南アフリカだ。古い南アでもなく、新しい南アでもない。我々は、まったく

違う国にいる。」と怒れる、しかし剛胆な校長ピーター・タバネは語る。

疲れてオーリもーワークのように見えるタバネは、マジャカネの責任を教育局に取らせよ

うとしている。学校は形式的には北トランスバール州教育訓練局の管轄下に置かれていた

が、新しい政府ができて以来、どこも引き継いではいない。さらに悪いことには、文部省
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は最近タバネ氏に書簡を送り、今後給食費は学校全体を対象にするのではなくグレード1

の生徒のみを対象とすることを伝えた。給食が削減されたなら、ほとんどが農場労働者で

あるか、または失業者である親たちはその子どもたちを賄うためにどこでお金を得たらよ

ういというのだろうか。タバネ氏もその答えを知らない。

タバネ氏によれば、子どもたちは熱心に学びたがっている。低学年は午前11時30分にス

タートする。けれども、生徒たちは朝の8時には学校にやってきて彼らの教育の機会を忍

耐強く待っている。残念にも彼らが授業を受ける頃には疲れ切ってしまい、効果的に学ぶ

ことができない。「私は時々家に帰ったとき、私は何かを成し遂げているのだろうかと自

問するのです。教師たちにはストレスがたまっています。彼らは一日だって病気のために

休むことはできません。しかし私は毎日寄付を求めて出かけます。けれども、ほとんどの

場合、得るのは口約束だけです。」

水も運動場もトイレも、そして学校の面倒をみる者が誰もいない中で、タバネ氏にはた

った一つの願いがある。「もし、30人の教師を与えられ、40人の生徒に教師1人の割合に

してくれたなら、子どもたちはよりよく学び、教師たちは効果的かつ能率的に教えること

ができるだろう。」

ノース・ウェスト州の教育局によれば、マジャカネ学校はその教育局の管轄下にある。

教育局のスポークスマンは、文部省へ教師を雇い入れるよう求める嘆願書を送ったと述べ

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5／7「サンデづイムス」）

ヒルプロウのストリートチルドレンに新しい拠り所 ボンギエ・アランダニ記

エセレンストリートのストリートチルドレンたちは、5月17日にオープンする一時収容

センターで一日中教育を受けることができるようになった。センターのコーディネーター

であるサイモン・ガンベルによれば、センターでは一日に二度の食事と風呂、そして手作

りの教育を提供する。しかし、ストリートチルドレンは寝場所として夜間にセンターを利

用することはできない。ガンベルは、センターの目的は、ストリートチルドレンが教育を

受けながら彼らの家族と再び一緒になることだと言う。学習センターは、勉強の間、子ど

もたちに一定の方向を与え、無駄な時間を与えないようにしている。けれど、子どもたち

は家庭に戻ることを学ばなければならないと彼女は言う。

センターではストリートチルドレンが読み書きの基礎的な技能を身につけるまで彼らと

接触しようとしている。このセンターでは14才以下の30人の子どもを収容することにな

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5／8「スター」）

◇　4月24日、マンデラ大統領は、「南アは中国を支援して台湾との結び付きを切るつも

りはない」「私たちは台湾と中国との問に何の区別もしない。台湾国民は私たちと長年友
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好関係にあり、彼らは私たちに素晴らしい支援をしてくれた。」と、ヨハネスブルグで海

外通信員に語った。「私たちは台湾との外交関係を取り消すつもりはない」と彼は言い、

6月の日本・韓国の訪問の間に中国か台湾に行く計画はあるかと尋ねられると、行くには

忙しすぎる、しかし機会があればすぐに行くつもりだと答えた。

プレトリアと北京は、今年、正式な外交関係をつくるだろうと外務大臣アルフレッド・

ンゾは東京で1月に語った。南アフリカとタイペイとの強い結び付きをうたった国民党規

約に反対している間、ANCはぺキンで密接な繋がりを作った。　　　　（4／25rスター」）

◇　中絶に反対するロビイストは、会員数を誇張するためにデータを操作していると、コ

スモポリタンとフェミナ誌の編集長ジェーン・ラフアエリは中絶を調査している委員会で

陳述した。彼女によれば、質問票を複写して、同誌を購読したおよそ25万人の女性が中絶

に反対であるかのように調査結果を歪曲したという。

中絶に最も反対している二つの教会はファンダメンタリストとカトリックである。1993

年に出された統計によると、これらのグループは人口の約13％を構成していた。

キリスト教徒の62％、女性ユダヤ教徒の95％、女性イスラム教徒の52％、宗教をもたな

い女性の81％が、中絶は選択の問題でなければならないと言っている。毎年、20万件もの

中絶が危険を冒して行われているというのが現実である。政府は女性の健康の問題として

対応しなければならない。

◇　マンデラ大統領は、彼の要求に対してすみやかに対応している南アの主要な会社に感

謝の意を述べた。ケープタウンの記者クラブの挨拶でマンデラ大統領は、私がアングロ・

アメリカン社に2万人の子どもたちのために空いた鉱山コンパウンドを求めたとき、それ

は無料で提供された。また、ゲンカー社にベンタやガザクール、レポアに学校や診療所を

建てることを要求したときも快く不平もなく行われた。また、大統領はウールワース社を

含むいくつかの会社に学校や診療所を建てることを要求したとも語った。　（5／4「スターJ）

◇　鉱山・エネルギー大臣ピック・ボタ氏は、労働者を暴行したり人権を踏み踊ったりし

た金鉱山は国有化すべきだという鉱山労働組合の要求を拒否した。議会の質問に答えて、

ポタ氏は、労働組合と会社との間の問題は話し合いによって解決すべきだと述べた。

（5／4「スター」）

◇　3日の議会で明らかにされた数字によると、昨年南アフリカの鉱山で8，039回の事故

があり合計485人が死亡し7，899人が負傷した。その数字は、8，725回の事故で586人が

死んだ1993年よりも減っている。ほとんどの事故が金鉱山で起こった。　　（5／4「スター」）

◇　中国大使は、地元の石油化学産業の発展を援助する中国の調査報告が、7月には用意

できるだろうと3日ヨハネスブルグで発表した。英国企業のチェムシステムが検討する調
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盃は、中国の貿易と投資に関する代表団が昨年訪問したときに委任されたものである。

（5／4「スター」）

クワズールーのガンマンが10人を殺す

5月9日、クワズールー／ナタールの北部海岸線で武装集団が村人を襲い、少なくとも

10人を殺したと当局が伝えている。政治的に行われた疑いがある。殺された者はANC

エリアから来た人たちであるとクワズールー警察副官マコソンケ・ウトゥリは現場を見て

述べている。一般市民の服装をした4人がオコヴォシ地区を襲い、2人を殺害した。2人

は朝6時に仕事に行くため小道を歩いていた。同じ時間に他にも重傷を負って診療所で死

んだ人がいる。嚢聖者は6人を殺し、反対側の山を越えて行った。

2つの事件が関係していることは明らかであると、ウトゥリは言った。朝11時にネムベ

の近くでも殺人があったが、襲撃が一連の事件であるかどうかはわからない。私たちは調

査中であり、現在のところ誰も逮捕されていない。クワズールー警察地区保安責任者デュ
ーベは、「私はANCとインカタのリーダーおよび当局が加わった会議をもつことを企画

している。ANCとインカタが会って、この騒ぎを停止するように当局は努力している。

人々は政治的活動とは人を殺すことと思っている。こんなことは終わらせなければならな

い。」と述べている。

この2ケ月、マンディニ地区で明らかに政治的意図の抗争で約30人が殺されたと、ウト

ウリは述べた。暴力監視員マリー・デ・ハースは殺された9人は名前が確認ができていな

いと言っている。ターバン北90kmの丘陵地であるサンダムピリの陸軍将校は、インカタと

ANC闇の政治的抗争が進行中だと信じていると語った。選挙後、ここでは抗争が進んで

いる、ここで何が起きているかを人々は知るべきであると、匿名希望の巡査が述べてい

る。サンタムビリ、イシゼベ、マンディニ地区は、インカタとANC支援者間の抗争が進

んでおり、過去3年間に大勢の人が殺されてるいる。軍隊がいるにもかかわらず、情勢は
一層悪化しており、3月初旬から少なくとも35人が殺されていると、デりヽ－スは語っ

た。

ANCは南ア国軍がこの地区に駐在することを願っている。しかし、IFP（インカ

タ）は彼らへの攻撃に軍が関わっていると主張し、むしろ軍の撤退を求めている。インカ

タは、サンダムビリのクワズールー警察前地区司令官オーウェン・ザマの復帰を要求して

いる。彼は政治的意図のある騒動に関わっていたという申し立ての調査が済む前にウムラ

ツイに移された。

ダーバンでは、5月9日、治安当局は9つの発火点を特定し、地区に警察と軍を展開さ

せる計画があると声明した。関連する行動計画によって、できるだけ早く地域社会の安定

が計られなければならないと発表された。これは、南ア国軍や警察をただちに増加させる

ことにはならない。しかし、情勢次第では増員も考えられるだろう。SANDF（南ア国



軍）のスポークスマンのファン・こエケルクはすでに600人の軍人が地区で行動してお

り、さらに計画としてどこに増員するかを検討している。また彼臥　9ヶ所の発火点は保

安上の理由で公表されない、なぜならば、もし公表すれば騒動の犯行者たちは他の地区に

移動するに違いない、と述べている。平和監視組織および警察によって報告された騒動発

生地区は、南部海岸のマルガ一夕、ダーバンのウムラツィ地区やクワマシュー・タウンシ

ップ、北部海岸のイシゼベ地区、さらに北部のエショウェ、ムトウハトウバ、ノンゴマ、

クワズールー／ナタールのロスコップ、ムシンガ等である。安定化計画はクワズールー／

ナタールのインカタ、ANC支持者間の政治的緊張が高まり、抗争が続いたことにより、

先週発表された。ANCは支持したが、複数のインカタ当局者は批判的であった。IFP

会長、クワズールー／ナタールの首相でもあるフランク・ムドラローズは流血を終わらせ

る本物の誠実な行動であると歓迎している。　　　　　　　　　　　　　（5／10「スター」）
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