
発行 反アパル トヘイ ト委員会・熊本

反アパルトヘイト通信
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降矢洋子絵はがき 1セ ット5枚入り 500円 で好評販売中

(申 し込みは反アパル トヘイ ト委・熊本まで)

☆倉1刊にあたって

☆熊本から南ア商品を追放しよう !

☆『映画館想』―「ミシシッピーバーニング」・・・・・・・

☆なぜ商品ボイコットか

☆南ア9日本の現状一資料一

☆南ア産商品の調査の呼び掛け

☆学習会だより

☆南ア『自由の日』記念集会の案内
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窟 序 rJιご あ /―~っ て

私達、反アパル トヘイ ト委員会・熊本は、今年一月に開催された「アパル トヘィ

ト否 !国 際美術展」 における一連の運動を通 して見えてきた、アパル トヘイ トを始

めとする身の回 りの差別、社会矛盾や問題を自分達に出来る範囲でいいから今後も

拘って行きたいという人達の集ま りです。 自分達の住んでいる社会を微力ながらも

「何 とかしたい」 という想いが、一人一人 に有 ります。

アパル トヘイ ト・南アフリカを視 (学 び)な がら、その 目で熊本 を、 日本 を、そ

して世界を視て行けたらいいなと思っています。

アパル トヘイ ト・南アフリカ問題は、過去の問題ではな く現在進行形の問題です。

だから次から次へ と新たな問題が出てきてお り、や らなければいけない事が沢山あ

ります。時には、私達の力量を越える問題が出て くるかも しれません。

しかし私達は、私達 に出来る活動 を地道ながらも一つ一つこな して行 く積も りで

す。

そこで、今私達が取 り組んでいる活動、

紹介 します。       ―

0学習会

隔週木曜 日に開いています。今は、野間寛二朗著 『差別 と反逆の原点」 を教材 に

して、アパル トヘイ トの歴史を学習 しています。この学習会は、専門的な知識や研

究 を目的とするものではなく反アパル トヘイ ト運動を進めるうえで基本的な知識は、

知っておいた方が良いという考えに立った学習会です。いつでも 自由に参加出来ま

す。

●反アパル トヘイ ト通信「あふ りかあ」の発行

隔月を目標に発行 したいと考えています .こ の「あふ りかあ」 を、私達 と皆さん

を結ぶ重要なメデイアにしたいと考えています。「あふ りかあ」 を読む事 によって

アパル トヘイ ト・南アフリカが、どんな状況 にあるのか、また、反アパル トヘイ ト

委員会・熊本が、今 どんな活動を計画 しているのかがわかるようにする積も りです。

内容としては、今回メインテーマ を決めて、そのテーマ に沿って私達の私達の考

えを書き、資料などを提供する。

学習会のポイン トをまとめた記事、アパル トヘイ ト、南アフリカの最新情報、反

アパル トヘイ ト運動 に取 り組む全国の仲間の情報、私達 による書評、映評、当‐員
V

会の活動計画そ して皆さんからの声等・ 00

アパル トヘイ ト・南アフリカに関心のある方は、是非定期講読 をお願い します。

●南ア商品ボイコット運動 ,

創刊号のメインテーマでもある南ア商品ポイコット運動は、皆さんの協力が必要

です。運動の趣 旨を理解 しても らい、行動 に移 して下さい。この運動は、息の長い

運動 にしたいと考えています。

9集会、その他

第一回の集会 として 6月 下旬 にコニー 日高さん (南 ア出身、宮崎在住)を お呼び

して、生のアパル トヘイ ト体験を開か していただく予定です。

また、講師を呼んで南ア商品ボイコッ ト運動 にかんする集会も計画中です。

私達は、政治家でもなければ学者でもあ りません。一市民 として出来ることを横

のつなが りを'大
切にし、いろんな問題 に対 して 自分の頭で考え、 自分の言葉で話 し

ながら活動を続けて行きたいと思っています。みなさん一緒 に行動 しませ んか。

反 アパル トヘ イ ト委員会・ 熊本

これ か ら取 り組 むも うと している活
‐́・

を
―
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事務局長 小出照幸



熊本から南ア商品を追放 しょう 8

先 日仕事の帰 りに近 くのスーパー「てん じんマー ト」 に立ち寄った。レ
ジを待っていると、その横 に黄桃缶詰が山積みされているのがみえた。反
アパ委員会のメンバーとしては、物知 り顔 に「あのパ ッケージは、はごろ
も じゃないはネ」 と思いつつ手 に取ってみると、原産国「南アフリカ共和
国」 という文字 が、眼に飛び込んできた。その名も「ゴール ド・ リーフ」
初めて 日の当た りにした南アの商品に、私 は感動すると同時に、「こいつ、
こんな所 にも・・・ .」 という不快な気持ちで複雑であった。

しかし、次の瞬間レジのお兄さんに「これ下さい」 と、ゴール ド・ リー
フを差 出していたのだった。 (バ カな私 )

今、そのゴール ド・ リーフを前 に原稿 を書いている。
825gで 198円 この安さ、いかにもおいしそ うな写真、私達の食卓に

_ のぼる可能性は十分 にあるだろう。けれ ど、アパル トヘイ トによる低賃金
労働の産物である、これ ら南ア商品をはびこらせて いいのだろうか。アパ
ル トヘイ トの存在を、知って しまった以上、そ うした物 を平気で消費する
事 はや りたくないと思 うのです。

あなたも是非、南ア商品ボイコッ ト運動 に御参加下さい。「南ア商 品は、
買わんばい。」 アパル トヘイ トに反対するとい う意志表示 は、 こんな小さ
な所から始めてもいいのではないで しょうか。

熊本 にも危険な食品が出まわっています。ゆっ くりしては、いられない。
南ア商品を熊本から追放 しょう !

S゙.買 う前 に、どうして レジのお兄さんに抗議できなかったのか !、 反
省 しています。勉強不足、度胸のない、小市民のペコちやんで した。

00ち ょっと一体みちょっと一体みちょっと一体みちよつと一体みちよつと00

映画館想 ? ミシシッピーバーニング

V  
公民権運動の暑い嵐が吹き荒れた1964年夏、ミシシッピー州ネシュバで3人の公民

権煙動家が行方不明になった。FBIのエリート捜査官アラン (ウィレム・デフォー)と
南部出身の敏腕捜査官ノ1/パート (ジーン・ハックマン)の 2人は、人種差別の色濃く残る
南部の町で、KKK(狂 信的な人種差別秘密結社)や保安官の妨害にあいながらも殺害犯
人を追いつめていく。この映画は実際に起きた事件をもとに作られた映画なのだが、ドキ
ュメンタリータッチというよりもアクション映画と言っていい、後半のノ1/パート捜査官の
活躍は、ジーン・ハックマンの当たり役ポパイ刑事を思い起こさせる。例によって、人間
愛にめざめた自人大活躍の映画なのだが、しかし保安官や町の人々のむきだしの人種差別、
KKKの執拗なテロやリンチの場面は見るものを震え上がらせる。昨年NHK教育放送で
放映された海外ドキュメンタリー、公民権運動のシリーズを思いおこさせる映画だ。
余談だが、私は車イスを使用している。ところが映画館のほとんどが階段を使わなければ
行けない。だから、きょうは映画でも見るか、とはいかない。一週間ほど前から一緒に行
ってくれそうな人に電話かける事から始めなけばならない。それも映画の内容に合う人を
選ばないと、自分が気に入った映画でもとなりであくびでもされると申し訳なくなり面白
さも半減してしまう。そんな事を考えると、おっくうになってしまう。それでも私なんか
いい方だ、施設や家から一歩も出られずに、映画なんか一度も見たことのない障害者が沢
山いる。これは、階段や段差などヽ 街の構造とは関係ない 。・・健常者社会からの隔離、
アノウレトヘイトだ。
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私達に出来る経済制裁    |
一 南 ア 商 品 ボ イ コ ツ ト 運 動 ―

対南 ア経済制裁 と聞 くと何 か各 国政府 レベル 、国連 レベル での問題で あつて

私達市民 レベル の問題 では、ない とい うイ メー ジがあ ります 。確 か にマスコ ミ

によ く出て くる経済制裁 は,各国政府 レベル 、国連 レベル での部分的制裁です。

しか し実 は、私達 に出来 る経済制裁 があるんです 。それ が南 ア商 品ポ イコ ッ

ト運動 です 。 この市民 レベル での経済制裁 ―南 ア商 品ボイ コッ ト運動 は、一人

で、 しかも不買 とい う単純 な行為 をす ることによって 出来 るものです 。

依然 として アパル トヘ イ ト (南 ア)の重要 なパ ー トナー 日本 において この南

ア商 品ポイ コ ッ トは、必要不可 欠な運動です 。               |
なぜ か 。・・

南 アフリカ共和国の貿易構造 は、基本 的 には、一次産 品 (鉱物資源や農産物)

を大量 に輸 出 し自国の工業化 に必粟 な中間材、設備材 を輸入す るとい う発層 途

上国型 です 。また、 アパル トヘ イ ト体制 を支 える軍需 品、車両、 コン ピュ_タ
ーな ども多量 に輸入 しています 。

南 ア政府 の予算の半分 は、軍事、警察、黒人の管理 とい うアパル トヘイ ト維

持 に使われてい ます 。

だから、南 アと貿易 を続けている日本や先進工業国において、南ア商品ボイ

コット運動が広まって行 くと当然輸出収入が減少 し、工業品やアパル トヘイ ト

体制を維持す る道具の輸入が困難 にな ります。そ して白人政権の経済的基盤が

弱まるのです。

それは、同時に南ア国内の反アパル トヘイ ト勢力の強力な活動が可能にな り

ます。また南 ア商品ポイコッ ト運動が広が りを持てば各国政府も、無視するわ

けには、いかず対応 をせまられることで しよう。特 に、 日本政府は、南アの現

状 に憂えては、いてもなかなか行動 に移そ うとは、 しません.だから、私達市

民の手で政府が対応せざるを得なぃ状況 をつ くり上げて行 くことが必要になっ

て くるのです。

そして各国政府 レベルでの対応が最終的には、南アの反アパル トヘイ ト組織

や黒人、欧米 日の大多数の市民運動および国連加盟国の過半数が要求 している、

国連安保理事会 による、対南ア包括的強制制裁措置の決定 につながるので、_、

ないで しようか。

南ア商品ポイコツト運動は、単純な行為だけれ ども、 この様に重要な意味 (

力)を 持っています。 しかしこの運動は、広が りがあって始めて、意味 (力 )

が出て くるのです。

また、南 ア商 品ボイコツ ト運動は、「金儲け」 しか考えていない、南ア商品

を取 り扱っている日本の企業への批判でもあ ります。

私達は、 日本 において南ア商品ポイコッ ト運動の必要性認識 し、直 ぐに行動

に移さなければいけないのですと
(照 )
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日本 と南アの貿易 0駆 7年通商自動
」apan‐ S.A.trade 南アυ日本の現状 ―資料―

/7′ 7年、日本の対南ア貿易級が世界一左記録
した。アメリカか詢7に瀾して制裁1者 置をし,た の

に筑して、日本はその78q誅 2つ く形で貿易級1神ば
した。(図 |)今、世界の1ヤ難の的しなっている。
日本l恵 、南ァに自,ヵ車・電気機蒲卜金属品等を輸

出し、由マから色合・金。ん京r食料品等五輸入し
てヽ 1ろ 。(図 2)し かし、これらの物は 犯国からの
輸入や、資金風の椰綺等によぅマぶ易に供給できろ

|ま すである。     .
´ら、市場Eキ次したくナFし 1全装例は、「 紅寿牛」

裁左すると二たか口ろ.」 と言う。しかし.欠 7徴 Iミ は

77/モ の二人が経綺蒔」栽左丈看している。(図 3)

日本企業ほ。今ずぐ:喬 7か らキヒ:lく べ圭で1あ
孔

今の南アヒ寝易する幸は、こ人から1カ旅ずらィ則に主
つ幸にな る。 日本に久来 ろ率はその上場 から土亨去

ろ率のみで'あ る。
アパルトヘイトに加担する南ア進出企業

三井物産 伊藤忠商事 日商岩井 三菱商事 住友商事 丸紅 兼松江商 ニチメン

トーメン 蝶理 金商又― 松下電器貿易 豊田通商 明和産業 垣内商事

二成物産 東京商社  トョタ自動車 日産自動車 いすゞ自動車 マツダ

三菱自動車工業―ダイハツエ業 日野自動車工業 日産デイニゼル 日立製作所

東芝 ソニー 富士電機 三洋電機 シャープ 古野ie気  フアナック 日立建機

瀧沢鉄工 日本特殊陶業 日立精機 大限鉄工所 小松製作所 住友電気工業

山陽国策パルプ 味の素 プリテストン 日本鋼菅 富士写真フィルム 日本水産

大洋漁業 大阪商船三井 阪神電気鉄道 日本貿易振興会

鉄鉱石「 On Or.

輸出
exPOrt

繊維品
TOX“b32.9%
積密機械
Prec:sЮ n

鍵臨４７．８％

う
Ｄ

化学品
Chemtal G●●ds

Metalに Goods

6.2%

南アフリカ、都市の黒人へのアンケー ト

経済制裁を支持するか
Do you support economi● sanctions?

鍋鋼‐２．０％
3283億 5600万円

2691億7900万 円

英眠「サンデニタイムスJ 198鮮 8月 調査
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南アフリカ産商品ボイコット

:::::::::::::::::::::::::調 査 の 呼 び 掛 ιナ  :::::::::::::::::::::::::

南アフリカ商品ボイコット運動を広げるための第一段階として、県内にどのような

南アフリカ商品が出回っているかを調査 し、ボイコット呼び掛けの具体的な資料とし

て公表したいと思います。同封のチラシを参考にして地域、学校、家族で調べてみて

ください。

①近くのお店やスーパー、コンビニエンスストア、あるいはデパー トで買い物をする

とき、ラベルを確かめて下さい。

②学校や地域の活動などで、デパート、スーパーなどの南アフリカ商品の調査を呼び

掛けて下さい。特に学校などで取り組んで頂ける場合は、ビデオやバンフレットなど

必要な資料を送ります。御連絡下さい。

③南アフリカ産の商品があれば、i)商品名、

◇◇

li)店の名前、面)所在地 をお知 らせ

下さい。 (連絡先は下記)

◇

できれば 6月 いっぱいで第一段階の調査を終了 して、結果をニュースの紙上でお知

らせ し、南アフリカ商品ボイコットの呼び掛けとともに、商店にも南アフリカ商品を

店に置かないように呼び掛けて行きたいと思います。

i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::

☆反アパル トヘイ ト委員会・熊本「南アフリカ商品ボイコット」班

〔郵便〕〒862熊本市大江5-7-5レディースM303号 佐竹気付

〔電話〕TEL 096-364-7594(友 村 ),o96-382-9787(熊川 )

亀 熱、×孝たぇt″
◇
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南ア『自由の日』記念:

コニー日高さん講演会の枷らせ

日 時 6月 24日 (十 )

PM 6=00～ 8=30

耀易瓦斤 聾護有彗IILイ姜食言

会場費カンパ 500円 (消費税粉砕 !)

☆南アフリカ『自由の日』 (6月 26日 )を記念 して、南アフリ

カ人女性コニー日高さんが熊本にやってきます。コニーさん自

身が体験した「アパルトヘイト」について、アパルトヘイト下

の女性の状況など、直接知る貴重な場になると「思います。お隣

近所お誘いあわせのうえ、曇非お出掛け下さい。

瞬が臓難基盤嶽否驚国際美衡展奮螺恭展の報告書ができます

「こりや、何かあるぞ」という確信と期待と共に実行委員に

なつた私たち。ところが「何故そんな違いことを」「現代美術

無料 (予定 )。 お申し込みはお葉書で、

熊本市龍田町弓削1387-15 砂川真澄 まで。

漢鷲繁葺鶴:010:D:Si

販売のお知らせ

☆バンフレット

『アパル トヘイトと

ニッポン』

300円
☆ `89反アパ・カレ

ンダー (降矢洋子版

画ポスター)

☆降矢洋子絵はがき

5枚 1セ ット

[編集後記]昨年5月 14日、「アパルト、イトを考える市民の集い」で『アノウレトヘイ

ト否 !国際美術展』の呼掛けを行つてからすでに一年以上が経過しました。美術展の運動

支えていただいた実に多くの個人、団体の皆さんには感謝の気持ちで一杯です。美術展で

広がつた関心を「お祭り」とともに終わらせてしまうのではなく、地道な活動へとつなげ

ていくために、美術展の実行委員会に集まつたメンパーを中心として、ささやかではあり

ますが新たな一歩を踏み出すことにしました。自分たちにできる範囲で、しかし、見えて

きたものから目をそらすことなく、ぼちぼちと歩んでいきたいと思います。反アノウレトヘ

イト通信「あふりかあ」の購読、商品ポイコット運動への参加など一緒に歩んでいただけ

れt鮮華いてす。<SUN>

発イ予 反 7パ ル ト ー イ  ト 委 員 会 ‐ 熊 本

〒 862 熊本市龍田町弓削1387-15-301砂野気付 ■1096-339-0505,096-359-0230

年会費 (講読料)2000円       郵便振替 熊本 0-33278

☆『アフリカフェ』

タンザニア産イン

スタントコーヒー

・・・ 750円

※申し込みは反アパ

委・熊本まで

耳潮 :み
・

じr^


