平成二十六年度活動計画
記念碑﹁松下幸之助創業の地﹂は
今年建立十周年を迎えます︒

松下幸之助研究部会
副会長 市野俊哉
松下幸之助研究部会は
活動十二年目を迎え︑ 研
究部会の実質的な活動を
担うＰＨＰおおひらき松
翁会が︑ 毎月第一土曜日
に定例会を開催します︒
大開創業時代の十五年
間を基礎研究課題としつ
つ︑松下幸之助氏の人生
観や経営観を探究し︑ 次
世代に語り継ぐ幅広い層
の方に対応した現地ボラ
ンティアガイドの育成に
努めます︒ 又︑今までに
お寄せ頂いた貴重な資料
のチェック︑ 写真素材な

記念碑道路側より

昨年末︑ ＪＲ東西線の
海老江駅に︑ 記念碑の広
告が解説付きで掲示され
ました︒ これは福島区役
所のご尽力で実現したも
ので︑ 改札口正面の一番
目立つところに記念碑と

記念碑の広告

ＪＲ海老江駅に

どのデジタル化を引続き
推進します︒ 広報部会で
は時代に対応した会報づ
くりを目指し︑ 当会ホー
ムページ︑ フェイスブッ
クと連携した紙面づくり
を推進します︒
記念碑管理部会
副会長 津川和子
今年︑ 建立以来満十年
を迎える記念碑は︑ 傷や
汚れもなく良好な状態が
保たれています︒ 今年も
公園愛護会やＰＨＰおお
ひらき松翁会の協力を得
て︑記念碑とその周辺の
美化に取り組みます︒ ま
た︑三年前から始めた定
期点検も実施し︑ 藤棚の
管理にも力を入れます︒

松下事業委員会は︑昨年三月に設立十周年を迎え︑目出度く記念の活動報
告会を開催しました︒今年は︑当委員会が大開公園に建立した記念碑が十周
年 を 迎 え ま す ︒ こ れ を 祝って十一月には︑記念の懇談会を開催します︒
町おこし部会
部会長 北川和正
今年度も春のイベント
第八回藤まつりから活動
を開始します︒夏には︑本
通・駅前通両商店街の納
涼夜市へ協賛し︑ 十一月
には︑第十回ぜんざい
パーティを開催します︒
今年は︑ 記念碑﹁松下
幸之助創業の地﹂ が建立
十周年を迎えることか
ら︑これを記念して十一
月に懇談会を開催しま
す︒更には︑ ＰＨＰおお
ひらき松翁会と連携し
て︑大開を訪れる方々へ
適切に対応します︒

記念碑公園側より

○会報﹁道﹂を発行
春号と秋号の年二回
○藤まつりを開催
四月二十日︵日︶
大開公園記念碑前
○記念碑の定期点検
六月十五日︵日︶
○納涼夜市へ協賛
八月四日︵月︶
○ぜんざいパーティ
十一月二十三日︵祝︶
大開公園記念碑前
○記念碑建立十周年
懇談会
十一月二十五日︵火︶
中央電気倶楽部
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野田ふじがセットで配置
されています︒ このよう
な形で記念碑が広く告知
されることは︑ 当委員会
にとっても喜ばしい限り
です︒ 一度お立ち寄りく
ださい︒

本年五月十八日︵日︶︑
幸之助氏ゆかりの大仁八
阪神社︑ 野田恵美須神社
を訪ねます︒ ご参加くだ
さい︒

﹁お知らせ﹂
第十六回松翁忌
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中田 秀雄 印

監 査

辻花 悦子 印

会 計

193,220 役員会、活動報告会
会議費

支 出

前期繰越金

368,540
各種祝儀

186,000 活動報告会、藤まつり、ぜんざいP
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花いっぱい大開
華いっぱい大開
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大阪市立大開小学校 校長 臼井一昭

わるや否や昨年同様︑ 大
勢の行列ができ用意され
た約七百食が一時間程度
で完食となりました︒ ま
た会場では︑ 併行して子
供達による餅つきも行わ
れる等︑ 賑やかなひと時
を送りました︒

閣総理大臣の佐藤榮作氏
による書 ﹁花いっぱいの
大開﹂石碑︑
﹁学校もまた
みどり﹂ 中馬馨大阪市長
書記念碑︑ そして勤勉努
力家の範である二宮金次
郎像が来校者の皆様を迎
大 正 九 年 に 創 立 さ れ ︑ えてくれます︒
本年をもって開校九三年
そして︑ 校長室中央壁
を 迎 え る 大 開 小 学 校 で 面には︑ 松下幸之助氏直
は︑
﹁豊かな心をもち︑た 筆の書﹁素直﹂が掲げてあ
くましく生きる子どもの
り
ま
す︒
育成﹂を学校教育目標に
大阪市の教育が改革期
掲げ︑全校児童・教職員 に あ る 現 在 だ か ら こ そ ︑
が良好な信頼関係で結ば ﹁素直﹂という教育の不易
れ︑一丸となって︑毎日︑ を礎として︑皆様方と一
活発な教育活動を進めて 緒になって﹁華いっぱい﹂
います︒
の大開の子の健全育成に
本校の正門を入った所 邁進してまいります︒
に︑福島区花である藤の
今後ともご支援 ・ご鞭
棚があります︒そしてそ 撻のほど︑どうかよろし
の対面には︑第六一代内 くお願いいたします︒
さんにちなみ︑ 平成十七
年から実施されているも
ので︑ つきたての餅で大
開自慢のぜんざいを振舞
うイベントです︒
当日はお天気に恵ま
れ︑来賓のご挨拶の後︑実
行委員長の開会宣言が終

北京飯店

大開 1 丁目 13‑4
TEL 6461‑3505

第八回藤まつり開催のご案内

当委員会が開催する藤 施します︒ ご出品頂いた
ことが出来ました︒
八月には︑ 野田阪神本 まつりも今年で八回目を 方には参加賞をご用意し
通商店街の納涼夜市にも 迎えます︒当日は︑大開 ています︒
小学校や幼稚園などで一
藤の花を観賞しながら
協賛しました︒
年間育てて頂いた鉢植え 楽しいひと時を過ごした
松下幸之助研究部会
昨年五月︑ＰＨＰおお の藤︵里子︶の中から︑花 いと思いますので奮って
ひ ら き 松 翁 会 主 催 の 第 十 が 咲 い て い る も の を 希 望 ご参加下さい︒
実施要領
五 回 松 翁 忌 は ︑ パ ナ ソ 者に頒布します︒ 併せて
ニック松愛会前副会長の 鉢植えの藤の苗を育てて 開催日時
四月二十日︵日︶
佐藤義也様に幸之助さん 頂く里親も募集します︒
また︑ ご自慢の藤を持
午前十時〜十二時
との思い出をお話頂いた
り︑一昨年の淡路島訪問 ち寄って頂き品評会も実 開催場所
大開公園 記念碑前
や松下政経塾訪問等の報
※小雨決行
告が行われました︒
副会長 山口達也
また︑ 松下政経塾 ・関
西研修でも第三十四期生
ぜんざいパーティを
の皆さんや︑ 松愛会新入
盛大に開催
会員の来訪を受け創業の
地を案内しました︒ 今後
当委員会では︑ 昨年の
も創業の地の案内は積極
十一月二十三日の祝日
に︑大開公園の記念碑前
で第九回 ﹁ぜんざいパー
ティ﹂を開催しました︒こ
的に継続します︒
のパーティは︑ ぜんざい
記念碑管理部会
が好物だった松下幸之助
昨年度も公園愛護会並
びにＰＨＰおおひらき松
翁会のご協力を得て︑ 記
念碑とその周辺の美化に
取り組みました︒
また︑ 六月には一昨年
から引き続き二回目の記
念碑の点検と大清掃を行
いました︒ 募金者貴名板
や記念碑︑ 藤棚等目立っ
た損傷はなく︑ おおむね
良好な状態でした︒

野田阪神 中華レストラン

平成二十五年度活動報告

自平成２５年３月1日〜至平成２６年２月２８日

町おこし部会
当部会では︑ 昨年四
月二十一日に第七回藤
まつりを開催しました︒
大開小学校と幼稚園︑
有志の方に育てて頂い
た藤を頒布しました︒
そして新たに藤の里親
を募集し︑藤の苗木を
お預けしました︒また︑
恒例の藤の品評会も同
時開催され︑ 楽しいひ
と時を過ごしました︒
十一月二十三日の第
九回ぜんざいパー
ティーでは︑ 公園内に
大行列が出来る程の盛
況でした︒今回も地元
諸団体の皆様のご協力
を得て盛大に実施する
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