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日本キリスト教会館会議妄

南ア最新報告（第3回）　JVC高梨直樹

選挙のあと、電気が適ったという村がありましたが、その隠気だとか水道だとか退

路の建設のように、インフラ警備のほうに人が流れてしまいます0あるいは・日掛い

労働に人が流れてしまいます。自分でトレーニングを受け、直接すぐには収入には結

びつかない活動を地道にやっていくということにはなりません。そういう村人たちを

つなぎ止めていくということが難しくなっています。

それから、節三段階のビジネスまでなかなか発展していかないということを考えた

とき見藷とせないのが、そこに参加している人の多くが女性であることです。彼女た

ちは日々の生活を担っていて畑仕事をしなければいけないし、7～9月には種蒔き、

1月にはまるまる1か月経草刈りがあり、7月にも雑草を刈って屋根の修復をしなけ

ればなりません。それから、冠婚葬慧があれば2週間ぐらいはその準備に追われてし

まい、グループの活動はできません。なかなかプログラムに集中できないのですね。

マーケットには、白人の工場で大望生産されている商品が安い値段で並んでいますか

ら、とても競争できません。彼女たちは、材料を高く買わなければならないし、品質

の良いものを量産するだけの技術もないのです8現実的には、そういう厳しさの中に

置かれており、そこから先に発展していくということが難しいのです。

今、実際にどのくらいの収入が必要かということですが、だいたい7～10人くら

いの家族で1か月500ランドぐらいの生活費が必要だといわれています。しかし、

彼女たちが協同組合をやって得ているお金は、せいぜい20ランドとか50ランドと

か、そんな程度です。そういう小適い程度で生活を立てていくというのはほとんど無

理です。ですから、お金の多くは出稼ぎからの仕送りと・老人の年金ということにな

ります。あるいは、近所の人が家を建てたり、建て直したりする時に一時的な収入を

得ることもあって、なかなか協同組合の活動を、生活を支えるビジネスにまで発展壊

せることは難しいのです。
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最後に、これからの展望といいますか、JVCとしてどういうところに可能性をみ

て、これから協力を続けていくのかということをお話ししておきます。

まず第一は農業のトレーニング、先ほど見ていただいたように、土地の問題や環境

の厳しさはあるにしても、せめて自分が今使える土地で食料生産を増やしていくとい

うこと、それは自給的に十分な野菜が作れるようにしていくことです。そのために活

動しているゴッツ工の野菜作り共同組合、あるいはイシナンバでモデルになるような

農場をつくっていくことに力を入れていきたいと思います。

それから、もう一つはもっとマーケテイングにも力を入れて、戦略的にもう少し収

入を増やせるようなビジネススキルみたいなものを身につけて活動していくことで

す。

三つ目は、環境保全とか環境回復とでもいうのでしょうか、まあ、土地が政府のも

のですから、例えばそこに貯水池をつくるとか、あるいは森林にするとかの大掛かり

なプロジェクトは現実的に難しいのですけれども、彼らが使っている土地の中で木を

植えたりとか、環境を大事にする農業をやってみたりとか、そういう範囲では環境保

全ができるので、環境とかかわっている他の団体と交流しながら少しずつアプローチ

していきたいと考えています。

それから、今まで私たちは農村ではトランスカイのイシナンバだけで協力してきた

のですけれども、イーストロンドンから車で1時間ぐらいのところにあるシスカイで

も支援先を広げたいと考えています。そのシスカイも暴力というか弾圧の厳しかった

ところで、村そのものが金網で囲まれていて強制移住だけで作られた村があります。

そこの人たちが自主的に自分たちでプログラムを組んでやっていく組織作りという

か、人材育成などのトレーニングを現地の人たちでやろうとしているグループに協力

していきたいと思っています。

私たちの活動と生活がどれだけ変わったかということをお話しさせていただきまし

た。私自身も、アパルトヘイトが終わったからこれからは良くなっていくという希望

を悠々と語りたいのですが、都市での住宅建設やインフラ整備とかでは少し発展のイ

メージはありますが、やはり底辺の底辺というか農村のさらに深いところの人々だと

かスクォッターの人々の生活は依然として厳しい状況だと思います。変わっていくの

にすごく時間がかかると思います。

特に農村に希望をつなぎとめておくことは難しいのですが、そういう中でもまだ頑

張ってやろうという人たちがいますので、そういう彼らとの協力はこれからも掛ナて

いきたいと思います。

私の話は以上です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【終】
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女性の結果平等を主張する南アの女性憲章

南都アフリカの教背を支える会　大友深雪

「多様な家族形態が認知され、公平に扱われなければならない。女性は人間錦係を築くにあたって、

選択の自由を持たなければならない。家族の世話や義務や債務はパートナ【や家族の全員によって分か

ちあわれなければならない」（第8章　家族生活と親密な人間関係）

「身近で十分かつ安全なと水道と下水設術、そして電気またはその他の適切なエネルギー顔がすべ

ての居住地域へ引き入れられなければならない。女鮭は安全な交通約と信頼のおける適†責制度、そし

て低家賃／低価格の住宅を必要とする」（第5章　開発、社会基盤、および環境）

いろいろな意味で対照的なこの2つの条文は、199ノ靂年2月に採択された南アの女性激辛からの

抜粋である。これらの条文に、この女性患章の基調が最も特徴的に表現されているように患われる。ア

パルトヘイトの歴史の中で2蛮3垂に隷属・披抑圧状態を強いられてきたアフリカ系の女性たちは、自

らの解放のために、自由と平等の両立を細として人間関係的側面と物質的側面の両方から社会全休のあ

りようを変えることを要求しているからだ。

「女性の地位と物質的条件の実効ある変化」（これを「女性の自由」と呼んでも良いと思うのだが）

を要求する女性患章の根本理念は「平等」である。しかもここで掲げられる平等は、「先進国」こ呼ば

れる国々がそれで事足れりとしている機会平等ではなく、結果平等なのである。そしてこの結果平等実

現のために細されるのが、日本ではまだまともに位置付けられていない、教育と経済活動への積極的

差別是正措置の導入であり、平等・自己決定原則の公私両領域での適用だといえる。

自由を獲得する（自己決定権を行使する）ために保障しあうべき平等をこれほど具体的に説いた嵐

章の誕生は画期的だ。「ふやけた豊かさ」の追求に飽くことを知らない私たち日本人に、「人間が本当

に必要なものは何なのか」を、余計なものを削ぎ落して、実に確約に鋭く指し示してくれていると私は

思う。全人類が拠って立つに値する「自由憲章」（注目を土台に持つ南アの女性たちのことだ－この女

性憲章の主張が、数年後には制定されるはずの南ア新憲法に完全に生かされることをおおいに期待して、

女性憲章の全文をここに紹介したい。なお、女性意章は以下の各章からなっている。

第1幸　平等

第2章　立法と司法

第3章　経済

第4牽‾教育と訓練

第5牽　開発、社会基盤、および現場

第6睾　社会サービス

第7章　政治および市民生活

第8章　家族生活と親密な人間関係

第9章　慣習、文化、宗教

弟10章　女性に対する暴力

第11華　健康

第12章　メディア
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実効ある平等をめざ、す

女　性　憲　章

女性全国連合の全国会議にて採択　（1994　2．25～27）（圧2）

麗筆に関する重要な覚え書き：女性憲章は女性全国連合によって採択さ

れたものではあるが、女性全国連合に所属する女性組織は、自分たちが

賛同できない特定な条項に関して自分たちの立場を留保する自由を持つ。

女性憲章は南アフリカの女性たちの多様な経験や抱負や志望に表現を与えるものである。

私たちは、沈黙を破ろうとしている。私たちは、人間としての権利と尊厳が認められ、尊重されるこ

とを要求する。これからの南アプリかこおいて私たちの地位と物質的条件の実効ある変化を要求する。

11rilも

私たち南アフリカの女性は、女性の権利を要求する。私たちは性差別も、人種差別もない民主的な社

会を創造する過程において全面的かつ平等に参加できることを要求する。

女性として、一つの運動に取り組むために、私たちは諸組織を結集して連合体を形成した。この運動

の中で、私たちは、女性の多様な経験を活かし、新しい政治的、法律的、経済的、社会的体制の中で

どんな変化が必要であるかを明らかにすることができた。

南アフリカは、その開発に民衆の半分以上が全面的に貢献することを阻んできた分だけ、政治的、経

済的、社会的に宜しいのである。

女性の従属と被抑圧状態は、家父長制や慣習や騒、植民地主義や人種差別主義やアパルトヘイトの

もとでさまざまな形をとってきた。

私たち軋私たちの細が多種多様であることを認めるdしかし開戦こ・屈辱卓いう女性ゆえの共通

項を持っていることを認めるものである。

J㌧㌻轟済

私たちは実効ある平等を達成するために、この歴史的な好株を見逃すわ畦にはいかないのである。女

性と男性の全民衆のもてる力の開発は、社会全体を富まし、利益をもたらすだろう。
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広範な性差別にもかかわらず、女たちは社会で成果を上げ、計り知れない貢献をしてきた0

私たちは、私たちが家庭や職場や地域社会で行う仕事が認知され、尊重されることを要求する0また、

公的および私的生活のあらゆる領域において、責任が分担され、共同で意思決定が行われることを要

求する。

民主主義と人権が、女性にとって意味のあるものとなるためには、私たちが歴史的に置かれてきた従

属と披抑圧状態をなくすべく取り組まなければならない。女性が、民主主義に参加して、その性格と

形態を作っていくことができるためには、人権と民主主義の両概念が女性の多様な経験をふまえて、

新しく定義され、解釈し直されなければならない。

私たちは、社会が再編成され、社会の諸機構が組織し直されて、あらゆる女性の存在が認められるこ

とを要釆する。特に、女性は、社会のあらゆる領域あらゆるレベルにおいて、稽導的史跡こ就いたり

意思決定に携わる辣会と手段が完全に保障されるへきである。萄極的差別是正措掛まこれを達成する

ための手段の一つになりうる。

私たちは、以上のことに鑑みて、ここに、公的および私的生活のあらゆる領域における平等を目指す

プログラムを提起する。あらゆる領域とは、法律、司法、経済、教育と訓練、開発に資する社会基盤

と環境、社会サービス、政治的t市民的生活、家族生活と親密な人間関係、慣習・文化・宗教、女性

に対する暴力、健康、メディアなどである。

第－一条：平等

この憲章における私たちの主張はすべて平等の庶矧こもとづいている。社会的、経済的、政治的、法

的平等は、個々別々に達成することができないことを、私たちは、認識している。私たちが平等を要

求して闘うことは、女性が生活のあらゆる領域で不利益を被っているという認識を持つことを意味す

る。とすれば、女性と男性を平等に扱うことは、真の平等を実現しないかもしれない。したがって、

男女間の平等を促進するために、区別のある扱いが時には必要となるだろう。しかしながら、女性が

不利益を被るような区別がされてはならない。

私たちは、家庭、勝、国政を含む私たちの生清のあらゆる面で平等が貫徹されることを要求する。

平等の要求は国家との関係に限定されてはならない。
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＊　平等の原則が私たちの生活のあらゆる面に行きわたることを保障する責任は、国家に限定され

るべきでなく、雇用主や家族の構成メン′トや地際ヒ会を含むすべてのものによって担われなければ

ならない。

＊　平等の原則は、立法と政策のあらゆるレベルで具体化されなければならない。平等を異に実現

するために、特別な法律が制定されなければならない。積極的差別是正策は平等を達成するための手

段の一つになりうるだろうう。

＊　　国家は、女性のための平等を効果的に保護しあるいは促進するために、遵切な機構を確立させ

なければならない。その機構は南アフリカのすべての女性が利用できるものでなければならない。

＊　性差別と、性別役割分担をなくして、あらゆる領齢こおける女性のための平等を促進するため

に、教育プログラムと適切な機構がなければならない。

＊　　女たちが自分たちの地位を自覚し、意法や法律で保障された女性の権利を主張できる力量を身

につけることができるように、人権教育が提供されなければならない。

第二条：立法と司法

立法と司法が、女性のための平等の真正な実現を保障しなければならない。これは女性の全面的な参

加がなければ達成できない。なおその上に、政策の決定、立法上の優先厭位の決定、そしてすべての

法律の、条文作成、適用、解釈、宣告、執行において、女性の状況が考慮されなければならない。

＊　伝統的な裁判所やそれに代わる紛争解決機構も含めてすべての司法ないし準司法機関への就任

侯補者の選定にあっては、女性が候補者を送り込むと同時に、その選定作業にも参加できなければな

らない。

＊　民法および慣習法において、女性と男性は、平等な法的地位と権利能力を持たなければならな

い。平等な権利の主たるものには、臭約を結ぶ権利、財産を取得し保持する権利、相続する権利、信

用貸し付けを受ける権利がある。

＊　官民を問わずいかなる組織も、女性が法的権利を行使する無に制限を加えたり阻止したりして

はならない。
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＊　刑事裁判制度において、女性の告訴人もしくは被告人のために公平と公正が保障されるように、

明確で実際的な措置が請じられなければならない。

＊　女性犯罪者は女性であるがゆえに不利を被ってはならない。彼女らと子どもたちとの関係が十

分に配慮されなければならない。

＊　　利用しやすく低廉な法的サービスがなくてはならない。女性が権利を主張するのを助ける司法

相議員の地位も認められなければならない。

＊　女性は、法的および準法的手続きにおいて、不利益を被るようなことがあってはならない。

第三条：経済

女たちは、一般および家庭経済活動のあらゆるレベルと領域において、意思決定に関与し、活動に完

全参加することができることを要求する。経済政策は、経済活動における女性の場所を確保しなけれ

ばならない。経済活動の定義（政府の決算報告などに使われているもの）は、家庭経済やその他の生

活維持活動塩も射程に入れ、あらゆる種類の無償労働を含むものでなければならない。

＊　　政肘と民間部門によって提供される戦と技術訓練は、すべての女性に門戸開放されなければな

らない。

＊　　経済活動における意思決定に女性が完全参加できるように、促進策が講じられなければならな

い。

＊　女性のために、実効ある穂極的差別是正措置が導入されなければならない。

＊　家族に対して負う責任が果たせるように、労働寮頃の柔軟な再編成が必要である。

＊　　家族に対する責任が果たせるように、職場復帰が保障された有給産休や、公的および私的分野

にあける保育制度の十分な整備や無理のない就業時間といったような家庭賓任の保護規定がなければ

ならない。

＊　　性別に基づく職業の分類があってはならない。また、性別役割分担観念によって女性の就く仕

事が決められてはならない。
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＊　同一価値労働同一賞金を達成するために、法的措層が講じられなければならない。

＊　女韓も、主たる生計者として認知されなければならない。

＊　住宅、年金、医療プログラムなどの金銭の支給において、性別や既姫非婚の別にもとづくよう

ないかなる差別もあってはならない。

＊　性別や既婚非婚の別などにもとづく差別的な誅軸があってはならない。被扶養者を持つ女性は、

課税の際に考慮されなければならない。

不　法は不公平な商売慣行や不公平な労働恨行く家庭内労働を含む）から女性を守らなければなら

ない。

＊　女性は、あらゆる労働の境で、性的嫌がらせや暴力から守られなければならない。

＊　公的な雇用の壌以外で働く場合も含めて、事故・障害保険のような団体給付金、集合住宅プラ

ン、療養休暇、出産手当ては女性が要求できるものにならなければならない。

＊　女性の信用貸し付けが、抵当物件の提出能力か婚姻状態にもとついてしか認められない現状が

あるとき、信用貸し付けを受ける別な方法が考え出されなければならない。

＊　「般および家庭経済活動において、健康・安全基準が守られなければならない。

＊　売春は非犯罪化されなければならない。性産業従事者および顧客の健康と安全を守るために、

適切な措置が講じられなければならない。

第四条　二　教育と嘉川練

女性は、成年、未成年を問わず、教育を卦ナる権利を要求する。教育と訓鰍i、生活のあらゆる領域

における女性の要求と経験が多様であることを認め、このことに対応しなければならない。教育課程

の開発の場合も同様のことが成されなければならない。教育と訓経は、生涯にわたる継続的な過程で

あり、保育、成人基礎・継続教育、初等・中等・高等教育と技術訓練などからなっている。女性は、

数青と訓練の管理運営においてだけでなく、教育政策づくりにおいても、そのあらゆる段階に参加し
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なければならない。

＊　すべての女性と女児は、持てる全潜在能力を生かすために、教育と訓膝の戎会を保障されなけ

ればならない。特に、妊娠、家事と育児にたいする賓任を理由に教育と訓練から除外されることがあ

ってはならない。

＊　　女性の活発な社会参加を可能にするために、保育をふくむ適切な教育施設と社会サービスが捷

一供されなければならない。特に、農村部の女性や非婚の母親の、障害を持つ女性や女児の社会参加が

課題として取り組まれなければならない。

＊　　女性と女児は、教育と訓練のための椴極的差別是正措置を通して、特別援助基金を受ける平等

の機会が保障されなければならない。

＊　成年男女や未成年男女に対して、適切な性教育が用意されなければならない。

＊　　女性や女児は、教育施設で性的嫌がらせや虐待をうけることがないように守られなければなら

ない。

第五条　二　関学己、　社会基盤、　およこド環境

女性は、健康的で生産的な生面を維持するために必要なあらゆる種類の基礎的開発資材とサービスを

受ける娩会と権利が保障されなければならない。鰍こ、農村部の女性と旧「不法」居住地域住民は基

礎的資材を必要としている。自然資源の保勤ま、女性の必要を考慮したものでなければならない。

＊　女性は、自らの必要をみたすために、開発計画の立案と実施に参加しなければならない。

＊　　開発計画や社会基盤整備計画で作り出された雇用は、女性にも開かれたものでなければならな

い。

＊　　身近で一十分かつ安全な上水道と下水設備がすべての居住地域、中でも椿に農村部と旧「不法」

居住区に、引き込まれなければならない。

‾＊　先決開題として、電気又はその他の適切なエネルギー源がすべての居住地域へ引き入れられな

ければならない。
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＊　女性は安全な交通相と信頼のおける通信制度を必要とする。

＊　女性は、安全な低家賃／低価格の住宅を必要とする。

＊　慣習法のもとで生活している女性をふくめて、すべての女性は土地の取得および保有の権利を

保障されなければならない。

＊　すべての女性は、適切な健康管理、娯楽、教育、社会福祉の各施設を利用することができなけ

ればならない。

第六条　二　社会サービス

女削ま主として家庭と地域の維持管理に費任を負っている。利用しやすく費用もてごろな開発志向的

社会サービスは権利であり特権ではない。これらのサービスは、家庭や鵬、健康管理や教育の場を

ふくむ生活のあらゆる領域において、女性が利用できなければならない。これらのサービスは、感情

面のカウンセリング、家族問題カウンセリング、予防医学、物質的支援、診療所、病院などを含む。

このようなサーービスは、社会正義や妥当性や利用しやすさの原則に則って、政府と民間双方によって

提供されなければならない。

＊　社会サ¶ビス制度は、障害者、老人、非婚の親、農村部の女性などのような人たちの特別な必

要に応じなければならない。

＊　社会年金と障害手当ては、年齢に関係なく、必要に応じて、すべての女性に支給されなければ

ならない。

＊　適切で、利用しやすく、費用もてごろな精神衛生サービスが女性に提供されなければならない。

第七条二政治およこド市民生活

女性は、政治的、市民的、地域社会的生活のあらゆるレベルで完全に参加する権利を持たなければな

らない。

＊　女性は、政府のあらゆるレベルにおいて指導的および意思決定的地位に就く機会と手段が保障

されなければならない。
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＊　農村部の女性は、伝統的な地域社会が備える意思決定練関の一翼を担わな卵1ばならなも㌔

＊　女性は公共団体の一員となる手段と代表者を送り込む鞋利が平等に保障されなければならない0

＊　すべての政府機関は、伝統的な諸機関や非政貯団体と共に、平等と民主主義の原則に則って再

編成されなければならない。

＊　すべての女性は、差別されることなく、国籍を歓待し変更もしくは保持する権利と、国籍を

自分のこどもたちに継がせる権利を持たなければならない。

＊　すべての女性は、個人的に政治がらみの脅迫や威嚇をうけることがあってはならない。

＊　女性の生活に影響を及ぼすと思われる立法上の変更に対して、女性が個人として、又は団体と

して働き掛ナることができるように、様々な機構が用意されなければならない0

第ノ＼条　二　家族生活と菓昆密な人間関係

あらゆる家族形態が認知されなければならない。女性も貸任を分担していることが家庭内での意思決

定力と家計の管理運営に反映されなければならない。家族の世話や義務や債務はパートナ▼や家族の

ノ全員によって分かち合われなければならない。

＊　　多様な家族形態が認知され、公平に扱われなければならない。

＊　　女性は、人間関係を築くにあたって、選択の自由を持たなければならない。

＊　女性と男性は、婚姻中もしくはその解消時に、財産を分割する転には、未成年及び／もしくは

扶養を必要とするこどもの生活を維持するための取り決めに則り、各人の資産、所得能力、必要、責

任分担を考慮して、公平かつ公正に扱われる権利を持たなければならない。

＊　女性はまた、婚姻及び他の親密な人間関係において、性的接触の在り方と頻度をきめる権利を

持たなければならない。
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＊　女性は、家計の財源を用い、家計の管理運営に関する情報を入手できる衡平な権利を持たなけ

ればならない。

＊　親密な人間静係は、そこに肉体的、軽的、心理的虐待が起きていると判断される理由がない限

り、親族や部外者による干渉を卦ナることなく、維持されなければならない。

＊　女性はまた・慣習法や宗教儀式によって結婚している場合もふくめて、自分のこどもに対して、

親権を持つことが保障されなければならない。

＊　女性は、自分と自分のこどものために、適切で効果的な、かつ実施可能な生宿維持給付金およ

び／または社会福祉給付金を支給されなければならない。

策九条＝慣習、文イヒ、芳∈教

慣習的、文化的、宗教的習わし軋しばしば女性を従属的立場に置く。

＊　慣習、文化、宗教軋それらが女性の結婚、法律、公的生活上の身分に影轡を及ぼす限り、権

利の牽典の衡平条項に従わなければならない。

＊　すべての女性は、恐怖を抱くことなく自分自身の宗教、文化、信念を持つ自由が保障されなけ

ればならない。

＊　慣習法によって結婚している場合も含めて、女性は相続する権利を保障されなければならない。

誌面の都合により、第十集女性に対する量九第十一条健康、第十二条メディア、

および注釈文は次号に掲載いたします0　　　　　　　　　　　　編集部）
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「あんちア相中朴ニューレター」編集部

貧困状態の子どもは900万人以上

◇900万人以上の南アフリカの子どもがきわめて貧困な家庭で生活していると、人間

科学調査委鼻会（HSRC）が発表した。rISRCによれば、このことの長期的な影

響として、茸幽状態で成長した子どもは肉体的精神的発達を妨げられる危険が高いと

いうことである。

昨年プレトリアで発表されたこの報告には、南アでは収入の格差が甚だしいことも

付け加えられている。1993年の「生活水準と開発調査」およびその他の統計を用いて

まとめられたこの報告では、南アの最も裕福な家庭20％の平均収入は、最も貧困な家

庭20％の平均収入の45倍にもなるという。人種別に見ると白人一人あたりの収入は

黒人のそれの12倍あり、黒人は全人口の軸を占めるにもかかわらず、全収入のうち

摘以下しか占めていない。貧困層のうち白人、カラード、アジア人は5％に満たな

い。「これは緊張を高めるだけでなく、経済成長をも圧迫しかねない。」と報告は指

摘している。貧困層の約％が農村部の黒人であることから、HSRCは再建と開発に

あたっては特に農村社会がまず恩恵にあずかれるように行われるべきだとしている。

（5／31「スト」）

◇　SABCニュースによると、アングロアメリカン社は生産性の低下を理由に、今

年末までに3つの金山の11の縦坑を閉鎖する見通しである。これにより、32000人

が失業することになる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6／21「スターJ）

南アの農場主、アフリカ諸国へ大移動

◇　南アの農場主数百が新たなるグレート・トレックをはじめようとしている。政府

はモザンビーク、アンゴラ、ザイールとの間に「アフリカプロジェクト」として知ら
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南アのためらこゼ士界カミ祈るE】

一章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3回）　JVC高梨圭直樹

選挙のあと∴電気が通ったという村がありましたが、その電気だとか水道だとか道

路の建設のように、インフラ整備のほうに人が流れてしまいます。あるいは、日雇い

労働に人が流れてしまいます。自分でトレーニングを受け＼庭接すぐには収入には結

びつかない活動を地道にやっていくということにはなりません。そういう村人たちを

つなぎ止めていくということが繋しくなっています0

それから、第三段階のビジネスまでなかなか発展していかないということを考えた

とき見落とせないのが、そこに参加している人の多くが女性であることです0彼女た

ちは日々の生活を担っていて畑仕事をしなければいけないし、7～9月には種蒔き、

1月にはまるまる1か月雑事刈りがあり、7月にも雑草を刈って屋根の修復をしなけ

ればなりません。それから、冠婚葬祭があれば2週間ぐらいはその準備に追われてし

まい、グループの活動はできません。なかなかプログラムに集中できないのですね。

マーケットには、白人の工場で大簑生産されている商品が安い値段で並んでいますか

ら、とても競争できません。彼女たちは、材料を高く買わなければならないし、品質

の良いものを量産するだけの技術もないのです0現実的には、そういう厳しさの中に

置かれており、そこから先に発展していくということが難しいのです。

今、実際にどのくらいの収入が必要かということですが、だいたい7～10人くら

いの家族で1か月500ランドぐらいの生活費が必要だといわれています。しかし、

彼女たちが協同組合をやって得ているお金は・せいぜい20ランドとか50ランドと

か、そんな程度です。そういう小遣い程度で生活を立てていくというのはほとんど無

理です。ですから、お金の多くは出稼ぎからの仕送りと、老人の年金ということにな

ります。あるいは、近所の人が家を建てたり、建て直したりする時に一時的な収入を

得ることもあって、なかなか協同組合の活動を、生活を支えるビジネスにまで発展暮

せることは難しいのです。
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『あんちア勅トヘイトニュースレター摘刊決定の細らせ

1988年より『払ちア棚へ朴ニュースレター』を毎月お届けしてまいりましたが、資金不足の

ため今後の継続的発行の見通しがたたなくなりました。今年になってから印刷方法を

工夫してコスト低減をはかったりもしたのですが・今は万策尽きた状態になっていま

す。急激な読者減は、とりもなおさす本誌の必要性がなくなっていることを意味しま

すので、本誌廃刊を決定いたしましたb

①　新刊号は本年11月号もしくは12月号を予定しています。それまでは発行を掛ナ

②覇軸読料が切れた読者で、廃刊号まで購読を希望する方は700円をお送
りください。なお、次号以降は誌代切れ請求を行いません。本号に払込み用乾

が同封されていない方には全見廃刊号までお届けします。

③　新規申し込みを中止いたしますb

④　最近隠読科をお支払いになった方には、廃刊にともなう提害をバックナンバー

で補填いたしますゥ一冊100円で計算し、必要な考と冊数を明示してご請求

ください。現金による払い戻しはご容赦ください血

⑤　バックナンバーの販売を、本年12日末まで行います。な乱代金は昨年以前の

号を1冊100円、今年の号は300円とします。

「あんちア勅トへ朴ニュールター」編集部

1995年9月

・『女性憲章』の満載を気持ちよくご承諾下さった「南部アフリカの教育を支え

る会」の皆さんに心より御礼申し上げますb・前号で8月号を休刊するとお知ら

せしましたが、7月号を休刊し、本号を8月号とさせていただきました。ご了承

ください。なお、9月号は予定通り9月中に発送したいと思います8・“未練が

ましい”とお叱りをいただきそうですが、マスコミが南ア関係の情報に興味を失

っているときこそ、たとえささやかであっても本誌のような存在は意味があると

思って発行を続けて善ました。しかし、やはり現実は厳しい・・…・d　（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

〒343埼玉県越谷市上聞久里1051－2－716　FAX O48g】78‾5280

郵便振替　00100岬6－549592（口座名「反ア榊へ什ニュースレター編集部）

発　行′日1995年8月1日　定価3百円・年間購読料3千円


