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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/

開館3周年を記念してまちあるき

公害資料を女性資料の視点で見てみると

第3 回 みんなで歩こう西淀川の歴史めぐり

「
女性史総合研究会 3 月例会」
で報告

エコミューズでは毎年春に、

エコミューズ・
スタッフの林美帆が3月21日（
土）
、女性史総

開館を記念して「歴史めぐり」を

合研究会3月例会にて、「
西淀川大気汚染公害資料と女性資

開催しています。今年は4月4日

料〜家庭問題と市民教育〜」
と題して報告をおこないました（
於・

（
土）
に、福・
中島・
出来島をまわ

滋賀大学大津サテライトプラザ／共催：
地域資料研究会）
。

るコースで企画しました。3月に

エコミューズの所蔵資料には、「女性資料」という視点から

開通した阪神なんば線の「福」

見れば、裁判資料の中に原告のライフヒストリーを聞き書きし

熱心に解説を聞く子どもたち 駅に集合しましたが･･･なんと雨。

た資料（
甲ア号証）
があることを紹介しました。資料はいろいろ

しかし、雨にめげず12名でスタートしました。

な読み方ができます。しかし、資料は整理して、「
こういう資料

国道43号線を渡って、福の住吉神社へ行くと、桜が満開で

があるよ」
というレファレンスがなければ使うことができません。

した。大野川緑陰道路を通って福漁港へ。さらに、工場で囲ま

「
女性資料」
という視点もレファレンスには必要であると学ぶこ

れた地域を西島川沿いに歩きました。途中の中山鋼業の前

とができました。

では、西淀川公害の説明や現在の地域再生の取組みを説明
しました。参加した子どもたちからは、「福の町は空襲を受け

『台湾環境保護運動資料集』編纂者 李秀容氏

ていないから古い町が残っているのがわかりました」
「
きれい

台湾の環境運動について語る

な町になってほしい」
という感想がありました。こうしたイベント

エコミューズには、海外の

を積み重ねることで、西淀川のことを知り、町への愛着が深ま

資料がいくつかあります。以

ればいいなぁと願っています。

前より親交のある台湾の環

?

「
歴史めぐり」
恒例の西淀川クイズ！ぜひチャレンジを
Q 1「
福」
駅を通る線路は今年の3月から名前がかわりました。新しい
名前は何でしょう？
①阪神がんばれ線、②阪神なんば線、③阪神なんでも線
Q 2西淀川区に走る国道は、2号線と、もう一つは何号線？
①99号線、②34号線、③43号線
Q 3福町の住吉神社には、何びきのこま犬がいるでしょう？
①１ぴき、②10ぴき、③101ぴき
Q 4煙突の先に大きな玉ねぎがついている淀川の向こう側に見える
建物は何でしょう？
①武道館、②チョコレート工場、③ゴミ焼却場
Q 5淀川の向こう側に見える大阪で有名な建物は何？
①通天閣、②東京タワー、③スカイビル
Q 6合同製鐵の工場の近くには、コアラの大好物があるよ。さて、そ
れは何でしょう？
①笹、②ユーカリ、③コアラのマーチ
Q 7中島には、昔、市場がありました。さて、何の市場？
①青物、②とれとれ、③サンリバー
Q 8大きな台風や嵐のために、大波がやってきたら、○○を閉めます。
○に入るのは何？
答えはウラにあります
①ふすま、②水門、③フタ

境活動家・
李秀容（
リ・
シュウ
ヨウ）氏が編纂した『台湾環
境保護運動資料集』（第１集
／第2集）はその一つです。
編纂者である李氏は、4月初旬に青森で開催された集会に海
外ゲストとして参加した後、大阪に立ち寄り、あおぞら財団に
て4月21日（火）、台湾の環境運動の歴史や、反核運動の活
動について報告をおこないました。
同資料集は台湾の反公
害や環境保護、反核運動に
関する膨大な資料を編纂し
たもので、とても立派で分厚
い資料です。もちろん中国
語ですが、どうぞご活用いた
だけたらと思います。
身振り手振りを交えて話す
李秀容さん

遅刻・早退の連絡が書かれてい

もりもとまき の

ます。苦しい発作と闘いながら、

アーキビスト の 目

★☆★所蔵資料紹介★☆★

それでも懸命に勉強し、4年がか
りで卒業を果たしました。照代さ
んの当時の日記に、こんな言葉

公害がうばった青春

が残されています。「
明日から12月。

−ある高校生の生徒手帳−

あと11日で期末考査が始まるとい

今回はエコミューズの展示資料、西

うのに、入院するとは…本当にな

淀川公害病患者・南竹照代さんの生

さけない。苦しくて身体が思うよう

徒手帳を紹介します（
1972〜76年、谷

にいかない。呼吸が苦しいので、しゃ

1981年７月、24歳の若さで生涯を閉じ

智恵子弁護士資料N o.50）
。

べることもできないし、意識が戻ってか

ました。高校卒業の年から、ほとんどの

照代さんは、小学校２年生の頃に発

らの方がなお苦しい思いをするなんて

時間を病院のベッドで過ごしたそうです。

病し、入退院を繰り返すようになりました。

…くやしいなあ。(1975年11月30日)」
（
西

エコミューズでは、公害病患者の方々

大阪福島女子商業高校（
当時）
に入学

淀川公害訴訟原告団・
弁護団監修,新

の、さまざまな生き方を知ることができ

した照代さんの生徒手帳には、「
5月13

島洋著『
青い空の記録 大気汚染とた

る資料をたくさん所蔵しています。照

日喘息の為欠席致しました」
「
5月16日

たかった人びとの物語』
p.35）

代さんの生徒手帳は、その貴重なひと

喘息の為2時間程度遅刻させていただ
きました」と、ほぼ毎日のように欠席や

欠席や遅刻・早退がつづく

照代さんは、その後さらに症状が進

つです。

行し、大学進学の夢は叶わないまま、 ブログ版 http://aozorabsw.exblog.jp/i11/
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。

立ち向かった人々の活動の歴史が、『
南区の公害史』
には詳細にまとめられ
ています。本書は総論・地域別編、分野別編、資料編、年表編の四冊から
構成されており、それぞれ異なった切り口から公害史に触れることができます。
公害問題はたんに特定の地域内だけの問題ではなく、公害の惨禍をもた
らす要因は場所、時間を越えて存在し続けています。名古屋市南区の公害

︻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︒

悪臭などであり、およそ起こりうる公害の全
てが南区には集まっていたのです。これら南区の公害状況と、公害被害に

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
︒

質汚濁、騒音・
振動、地盤沈下、土壌汚染、

の歴史に触れることは、世界中で引き起こされている公害被害、環境問題
の重要な教訓となりうるのではないでしょうか。
田尻悠太（
資料整理スタッフ）

編集後記

資料館だより No.24
隔月１日発行）
表面の西淀川クイズの答えは次のとおり 2009年5月号（
です。何問正解だったでしょうか？
発行所 あおぞら財団付属
西淀川・
公害と環境資料館
Q 1=②阪神なんば線／Q 2=③43号線／
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連絡先 大阪市西淀川区千舟1-1-1
スカイビル／Q 6=②ユーカリ／Q 7=①青物
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＊お知らせ＊

悩まされてきました。それらは大気汚染、水

エコミューズ活動資金

正から、昭和の高度経済成長期、そして現
在の平成にかけて、さまざまな公害被害に

︻
ハモン基金︼

伊勢湾の奥、名古屋港に面する名古屋
市南区は工場に囲まれた街です。明治・大

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︼

南区公害病患者と家族の会『
南区の公害史』
2009年

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

