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過去と未来がひびきあう
―ようこそ、エコミューズへ。
www.aozora.or.jp/shiryou/

イタイイタイ病

原因企業の立入調査に参加
富山県神通川流域。イ
タイイタイ病裁判で住民

西淀川の環境学習〜セミ・菜の花・緑陰道路〜
「西淀川区は環境省のモデル地域！」
西淀川図書館での展示開催中（9月・10月）
西淀川では、様々な人たちが環境学習に取り組んでいます。
08年は環境省のモデル地域（国

1972年から毎年1回、原

連持続可能な開発のための教育

因企業の神岡鉱業株式

の10年モデル地域）
になっています。

会社（当時：三井金属神

菜の花を栽培してその油でクルマ

岡鉱業所）
の立入調査が
おこなわれています。第

を走らせようという西淀川高校で
清流会館内のようす

の「菜の花プロジェクト」、夏休み

37回目となる今年の調査に参加してきました（
8月2日〜3日）
。

に子どもたちと大野川緑陰道路

あわせて、イ病の歴史を伝える施設「
清流会館」
（
富山市婦中

の自然度を調査するセミのぬけ

町萩島）
を見学しました。

がら調べなど、いくつか取り組みを紹介しています。

被害の救済と再発防止活動の拠点「清流会館」
立入調査で企業の
説明を聞く

「清流会館」ではイ病の
歴史的経過がわかるパネ
ルや汚染土壌の復元事業
を説明したコーナーなどが
あります。この会館は被害
者団体が自ら建設し、運営

している民間施設です。一方、イ病に関しては、行政が運営

展示ケースで菜の花プロジェクト
の紹介をしています

勝訴の判決が出された

●期間＝2008年9月2日（
火）
〜10月30日（
木）
休館日：
9/8、9/22、9/29、9/30、10/6、10/14〜10/20、10/27
●開館時間＝火曜日〜金曜日
10時〜19時
土曜日・
日曜日・
祝休日 10時〜17時
●場所＝西淀川図書館（
大阪市西淀川区御幣島1‑2‑10）
TEL 06‑6474‑7900
最寄駅 JR東西線「
御幣島（
みてじま）
」
駅下車 ①出口スグ
会期中のイベント

「
ミニ風車で風を体験しよう」
西淀川高校生と一緒に菜の花プロジェクト紙しばい、リサイ
クル工作をしよう
●日時＝10月25日（
土）
14時〜15時
くわしくは、西淀川図書館にお問い合わせください

する施設はありません。被害者団体は、国と富山県にたいして、
資料館の建設を要望しています。公害に関する資料をいかに
保存し、将来へ役立てていくかは、エコミューズだけではなく、
他の地域でも抱えている課題です。

カドミウムの濃度を自然界レベルに戻すまで
2日間の行程のうち、1日目は立入調査に向けての学習会、
2日目が現場調査でした。110人の参加者が7つのグループに
分かれて調査をおこないました。企業からの説明を受けて、
質問をする学者たち。企業と住民、立場は違いますが、「
環境
をよくしていこう」
という同じ思いが共有されているのを感じま
した。神通川のカドミウムの濃度は、あともう一歩で自然界の
レベルになるそうです。また、農地の土壌改良事業は2011年
で終了予定です。これまでの長い努力の積み重ねによる結
果です。今後もこの歴史と取り組みから私たちは学んでいか
なければならないと思いました。

ボランティア隊「
エコミュウ★」
活躍中
「
エコミューズで一緒に活動してくれるボランティアさんがい
ないかなぁ」
という望みを託し、5・
７月の資料館だよりにボラン
ティア募集の記事を掲載しました。お盆の頃、区内在住の大
学生から「
資料館便りを見ました。ボランティアがしたいです。」
との電話が！！うれしいのは勿論のこと、この資料館だよりを
通じて色々な人とつながることにジーンとしました。ボランティ
アさんは毎日通ってくれています。
また、東京経済大学の除本先生と尾崎先生、大阪市大大
学院生の入江さんがエコミューズの資料を使って研究する中
で、目録入力を一緒に進めてくれました。これも大助かりのボ
ランティアです。
あなたも一緒に活動をしませんか？世界が広がりますよ。
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areas)。このころはまだ、「
公害地域再

もりもとまき の

生センター（
仮称）
設立準備会」
と名乗

アーキビスト の 目

っており、「
あおぞら財団」
の愛称もあり

★☆★所蔵資料紹介★☆★

大きな夢を乗せた1号
はじめまして、資料整理アルバイト
の森本米紀（もりもとまき）です。このコ
ーナーでは、エコミューズ所蔵の、さま
ざまな資料を紹介します。
今月は、『
ＣＲＰ ＮＥＷＳ』
第１号（
1996
年３月）
。
「？？？」の方もいれば、「懐かしい
なあ」
という方もいらっしゃるでしょう。
実はこれ、あおぞら財団の機関紙『
Ｌ

ませんでした。
サイズはＡ４、片面１枚の二色刷り１
ページ。リベラ最新号（
2008年７月号）
は、
Ａ４サイズ両面６枚で計12ページもあり

96

ますから、本当に、生まれたての赤ん
坊といったかんじです。
第１号が伝えるのは、センター設立
準備会の事務所開き。1996年２月７日、

そして第15号（
1997年５月）
から、現在

「
各界から100人を超える人たちがかけ

の『
Ｌｉ
ｂｅｌ
ｌ
ａ』
となりました。この『
ＣＲＰ

つけ」
、行われました。「
公害被害者の

ＮＥＷＳ』
は、たった１回だけの、けれど、

運動の発展から生まれる環境保護団

「公害地域再生」への大きな夢を乗せ

体の公益法人化は、全国で初めて」
で、

た１号なのです。

「行政・企業・住民が連携して、新しい

私がエコミューズに通い始めてまだ３

ｉ
ｂｅｌ
ｌ
ａ』
（
リベラ）
の創刊号なのです。

発想による都市の再生をめざす」
運動

ヶ月。これから西淀川公害を伝えるたく

「
ＣＲＰ」
とは、公害地域再生センタ

が注目されていることを伝えています。

さんの資料に触れ、見つけたもの、感

『ＣＲＰ ＮＥＷＳ』の名称はこの１号

じたことを、こちらで紹介していきたいと

ーの頭文字(C enter for the
Redevelopm ent ofPollution‑dam aged

限りで、第２号からは『
Ｌｉ
ｂ
ｅ
ｌ
ｌ
ａニュース』
、

思います。よろしくお願いします。

アーキビストとは、文書や資料の収集・整理・保存に関わる専門家のことです。

・
パーサ・
ダスグプタ『
サステイナビリティの経済学−人間と福祉と自然環境』
岩波書店、2007年
・
宇沢弘文『
社会的共通資本』岩波新書、2000年
・
広井良典『
持続可能な福祉社会−もうひとつの日本」
の構想』
ちくま新書、
2006年

西淀川 私の発見☆まめ情報

喫茶サザンカ
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隔月１日発行）
「みとめ印あります」のポスターが目を引く、 2008年9月号（
あおぞら財団近くの喫茶店。西淀川区役所
の目の前です。よくスタッフがランチに通っ 発行所 あおぞら財団付属
西淀川・
公害と環境資料館
ております。
（
エコミューズ）
店内では写真展がおこなわれていたり、とき
には落語会が開かれたりと、楽しいお店で 連絡先 大阪市西淀川区千舟1-1-1
あおぞらビル５F(〒555-0013)
す（
おかげで私はすっかり落語好きに）
。先
日は緑陰道路の勉強会で会場をお借りしま TEL:06-6475-8885 FAX:06-6478-5885
した。マスターのブログ「
サザマスざま〜す」Email: webmaster@aozora.or.jp
http://www.aozora.or.jp/shiryou/
のひそかなファンです。（
Y）

＊お知らせ＊

・
宮本憲一『
環境経済学 新版』
岩波書店、2007年

︻加入者名︼あおぞら財団
※通信欄に﹁ハモン基金への
寄付﹂
とご記入ください︒
一 口 の金 額 はお選 びくだ
さい︒

・
アマルティア・
セン『
福祉の経済学−財と潜在能力』岩波書店、1988年

ボランティア隊
﹁エコミュウ★﹂募集
あなたも﹁エコミュウ ★ ﹂に
入 っちゃお！ 資 料 整 理 や
展示︑イベントの手伝いなど︑
活躍の場がいっぱいです︒
交通費●実費支給︵上限
2０００円︶
どうぞお気軽にお問い合
わせください
︒

い合わせを。

エコミューズ活動資金

エコミューズにて貸出をおこなっていますので、興味のある方はぜひお問

︻
ハモン基金︼

教授（
環境経済学）
に、「
環境と福祉のまちづくり」
プロジェクトを進めるにあたって、下記5冊の本をご推薦いただきました。

寄付協力のお願い
エコミュー ズを 支 え てく だ
さい︒あなたの寄付金は青
空へ
とつながります︒
●寄付の方法
郵 便 局 から お振 込 いただ
けます ︒また︑直接エコミュ
ー ズにお越 しいただいても
結構です︒
︻一口︼十万円／一万円／
千円
︻口座番号︼

あおぞら財団理事の植田和弘・
京都大学大学院

00960￨9￨
￨124893

こんにちは新着図書です

エコミューズは
青空を未来へ手渡す記録のひろば
西淀川の公害・
環境、地域に関する記録資
料や環境学習の教材・
ビデオなどが豊富で
す。ぜひご利用ください
開館●月曜日、金曜日（
祝日は休み）
10:00A M 〜5:00PM [要予約]
利用●図書の貸し出し期限は２週間
書庫資料や裁判記録は閲覧のみ

