あおぞら財団 西淀川地域資料室

資料館
だより
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2005 年

7 月号

あおぞら財団附属の「西淀川地域資料室」は
大気汚染公害問題資料、西淀川地域資料な
どを所蔵しています。ぜひ、ご利用ください。
■場
所：あおぞらビル５F
■利用時間：毎週金曜日 １０：００−１７：００
（１２：００−１３：００は休み。祝日休み）
☆お知らせ

2006 年 1 月からは「資料館（仮称）」として新たに発足します。

1910 年（明治 43）に創
業。1930〜1981 年（昭
和 5〜56）まで西淀川
区で操業していた工
場で、軍艦武蔵や大
和の歯車も作成して
いました。

ト ピ ッ ク
資料館オープン・プレ企画 Part１
２７０人の参加で大盛況!!!

「写真と映像で見る
西淀川地域と人びと」展
2005 年 5 月 16 日〜25 日

溝口歯車工場

撮影：1929 年（昭和 4） 溝口銀次郎氏蔵

今回の展示は来年 1 月に予定している資料館オープ

1927 年（昭和２）
に開通した西野
田〜東神戸間の
国道２号線上を
走る路面電車で
した。自動車の交
通量が増える
中、1975 年（昭和
50）に廃止されて
しまいました。

ンのプレ企画 Part1 です。あおぞら財団の所蔵資料の
中にある写真や映像資料を多くの人に見てもらおうと
思い企画しました。
あおぞら財団の資料に限らず、野里住吉神社から一

さようなら阪神国道線 撮影：1975 年（昭和 50）5 月 6 日
堂見敏雄氏蔵

1965 年（昭和 40）から 1969
年（昭和 44）に西淀川区にあ
る大建被服で実際に起こっ
た、おとめ争議団による労働
争議を素材にして作られた映
画（1972）です。西淀川でもロ
ケがされて、当時の西淀川の
雰囲気をよく伝えています。
ポスターは主役のモデルとな
った岩橋浪枝氏が所有してい
たものです。

エントランスは「今はなき西淀川の風景」の
写真パネルを作成しました。

夜官女祭の写真パネル、大阪工業団地協会から中島地
域の航空写真パネル、
『佃史探求』をまとめた八木一夫
氏から佃地域の写真、溝口重夫氏から溝口歯車工場の
写真や映像、池永悦治氏と堂見敏雄氏から国道 2 号線

映画「娘たちは風にむかって」ポスター

を走っていた路面電車の阪神国道線の写真の提供を受

１階外壁にはジェーン台風の写真と
ポ スタ ー を ベタ ベタ 貼 り 付 けま し
た︒立ち止まる人も大勢！

け、数多くの方々の協力で、多彩な展示内容となりま

米倉斉加年氏
のサイン入り！

した。
ビデオ鑑賞会では映画「娘たちは風にむかって」の
モデルとなった大建被服おとめ争議団の一員、岩橋浪
枝氏が当時の思い出を語りました。会場では旧交を温
める交流も生まれました。
来場者は展示と映像を見る会を合わせて 270 人が参
加する盛況な展示となりました。
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所蔵資料紹介

１

西淀中学校資料
委員会は 44 年

手探りの大気汚染影響調査

度から公害対
策研究指定校

全国に先んじて

を指定して調

2004（平成 16）年 7 月 12 日に大阪市立西淀中

査研究を行います 他地域との環境比較をするために

学校の保健室から、段ボール１箱分の資料（274

が、西淀中学校の

点）があおぞら財団に寄贈されました。

使ったイチョウの標本

調査はそれに先んじて独自に行われました。

資料の中身は報告書、新聞スクラップ、写真、イ

荒木芳太郎校長は昭和 43 年の全国小中学校公害

チョウ標本などで、これらは西淀中学校が行った調

対策研究会結成に積極的に取り組んでおり、当時の

査研究資料と、荒木芳太郎校長の資料です。

ひどい公害が生徒をむしばんでいるのではないか

調査研究とは、大阪市立西淀中学校が 1967 年（昭

という思いから、手探りながらも調査を続けていっ

和 42）から 1972 年（昭和 47）にかけて行った大

た様子がこの資料から見えてきます。（林）

気汚染の影響の調査と対策の研究です。大阪市教育

やかた

館
訪問記

＊お知らせ＊

その１．

2005 年 7 月 11 日（月）18:30〜20:30
「シンポジウム地域資料の保存と活用を考える」
第 5 回準備研究会 大阪府内における行政文書の保存・活
用の現状―東大阪市などの活動を手がかりに―
主催：地域資料シンポ実行委員会
会場：あおぞらビル 3F
--------------------------------------------------------------------------2005 年 8 月 22 日（月）〜31 日（水）
資料館オープン・プレ企画 Part2
夏休み 子どもワクワク資料室「西淀川のお宝たち」
主催：あおぞら財団
会場：あおぞらビル 5F ほか
期間中、展示や自由研究、環境しらべなど楽しいイベン
ト盛りだくさん。近日中にﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでお知らせします。
--------------------------------------------------------------------------2005 年 8 月 30 日（火）14:00〜17:00
第 25 回西淀川地域研究会 30 年前の西淀川の映像
―ここはドコ？あなたはダレ？大調査―
主宰：小田康徳氏
会場：あおぞらビル３F

江崎グリコのルーツが見える

江崎記念館
大阪市西淀川区歌島 4-6-5

「あった、あったこんな CM！」「あった、あったこ
んなオマケ！」と思わず連呼してしまいたくなる記
念館は JR 塚本駅から歩いて 15 分のグリコ工場の敷
地内にあります。1922（大正 11）年の創業時にグリ
．．．．
コを練るのに使っていた、しゃもじはまさにお宝。
西淀川区歌島に立地する大阪工場は 1931（昭和 6）
年に新設され現在にいたります。近くの運河にかっ
ていた橋は、その名も「グリコ橋」といい実際に使
用されていた橋が展示されています。おいしさだけ
ではない、健康だけでもない、
「おいしさと健康」こ
の両方を追い求めた創業者江崎利一氏の情熱が感じ

●編集ボランティア・スタッフ募集中！●

られる記念館です。
（鎗山／2005 年 4 月 27 日訪問）

本紙の取材、編集を一緒にやりましょう。増ページを
検討しています。あなたの出番です！ご一報ください。

※見学には予約が必要です。TEL:06-6477-8352

「資料館だより」No.1 2005 年 7 月号
（隔月１日、年６回発行）

ようこそ資料館へ 〜資料館までの道①〜

発行所 あおぞら財団 西淀川地域資料室
編集スタッフ 鎗山善理子、林美帆

記念すべき創刊号を手にとっていただき、ありがとう
ございます。西淀川地域資料室は 1996 年からたくさん
の資料の整理・保存をおこなってきました。そしてバ
ージョンアップをはかるべく、資料室は 2006 年１月か
資料館（仮称）に生まれかわります。本紙をとおして、
資料館の活動をより身近に感じていただけると幸いで
す。今後ともお付き合いくださいませ。
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連絡先 （財）公害地域再生センター（あおぞら財団）
〒555-0013 大阪市西淀川区千舟 1-1-1 あおぞらビル４F
TEL:06-6475-8885 FAX:06-6478-5885
Email: webmaster@aozora.or.jp
http://www.aozora.or.jp/shiryou

