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ぜんざいパーティ
開催のお知らせ

賑わう会場

ち米は︑ 幸之助さんがお
生まれになった和歌山産
を取り寄せています︒ も
ちろん小豆も質の良いも
のを使用しています︒
ベテラン女性で
ぜんざい作り
ぜんざいは︑ ベテラン
の女性スタッフが二日が
かりで仕込みます︒ 何度
も味見を繰り返しながら
いつもと変わらないぜん
ざいに仕上げます︒
餅つきはみんなで
ベテランスタッフが餅
つきを指導し︑ 若手や子
供たちも参加して楽しい
ひと時を過ごします︒

当委員会は︑今年も第十一回ぜんざいパー
ティを開催します︒ 大開自慢の美味しいぜんざ
いをご用意してお待ちしています︒ 皆様お揃い
でお早目にお越し下さい︒
当委員会では︑昨年︑記
念すべき第十回ぜんざい
パーティを開催しまし
た︒十一年前に第一回ぜ
んざいパーティを開催し
て以来︑ 一度も休むこと
なく続けてきました︒ こ
の機会に︑ ぜんざいパー
ティの舞台裏をご紹介し
ます︒
何故ぜんざいパーティ
この企画は︑ 松下幸之
助さんが︑
﹁ぜんざい﹂を
好んで食べておられたこ
とから発案され︑ 今日に
至っています︒
もち米は和歌山産
ぜんざいに使用するも

昨年のぜんざいｐ

毎年五月中旬に松下政
経塾・新入塾生が関西研
修の一環として︑ 松下幸
之助塾主ゆかりの地であ
る創業の地を訪問されま
した︒
十一年目となる今年
は︑第三十六期生の七名
が大開へ来訪され︑ 今回
初めて三井住友銀行西野
田支店様を表敬訪問し︑
喜多エリア支店長様から
歓迎のお言葉を頂き︑ 創

松下政経塾生
大開訪問

満開の藤棚

てようやく日の目を見ま
した︒ この間︑ 関係者が
丹精込めて育ててきた努
力が実りました︒来年は︑
一層立派な野田ふじが鑑
賞できるものと楽しみに
しています︒
事務局長 松本好弘

記念碑の上に待望の野田ふじ
今年は︑ 記念碑の上に
架けた藤棚に立派な野田
ふじが咲きました︒昨年︑
わずかながら花が咲き期
待を寄せていましたが︑
今年は︑ 藤棚一面に約一
メータの花がぶら下が
り︑人々の目を楽しませ
ていました︒ 風の吹く日
は﹁藤波﹂ も見られまし
た︒
記念碑の上に藤棚を架
けて以来︑ 十一年目にし
開催日
十一月二十三日︵祝︶
開催時間
十時〜十二時
会 場
大開公園記念碑前
注・ぜんざいが無くなり
次第終了します︒
副会長 津川和子

会長の挨拶

業間もない松下幸之助塾
主との関わりについてお
話を頂戴しました︒
その後︑ 塾主が現在の
パナソニックの礎を築い
た創業の地を訪ね︑ 当時
の様々なエピソードに触
れながら︑ ＰＨＰおおひ
らき松翁会メンバーによ
る現地ガイドを熱心に聞
き入っていました︒
副会長 市野俊哉

三井住友銀行様にて

記念碑前にて
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藤まつり賑わう

ました︒
当日は︑商店街各店舗
と地域の皆様が出店され
た十数店を含め大盛況と
なりました︒またこちら
も恒例になりました大阪

天水連さんによる阿波踊
りが夜市の終わりを飾っ
てくださり︑ 夏の一夜を
盛り上げて頂きました︒
夜市へのご来訪や参加
店も年々増加しておりま
す事︑この紙面をお借り
して御礼申し上げます︒

平成出世じゃんけ
んぽん大会開催の
お知らせ

ホームページ:http://www.ohiraki‑matsushita.com

松下幸之助様は福島区
民の誇りであります︒ そ
の偉業を次世代に語り継
ぐべく活動を為さってい
る諸兄に敬意を表しま
す︒

賑わう夜市

野田阪神本通商店街で
は来る十一月七日︵土︶恒
例のじゃんけんぽん大会
を開催いたします︒ 参加
資格は小学六年生まで︑
参加費は無料︒ 商店街の
おっちゃん＆おばちゃん
とじゃんけんをして︑ 勝
ち数に応じてお菓子をプ
レゼント︒ 子供たちの参
加をお待ちいたしており
ます︒小雨決行︒
野田阪神本通商店会
会長 松本好弘

TEL6461‑3505

天水連の阿波踊り

大開１丁目２ ‑ ９

去る四月十九日︑ 大開
公園の記念碑前では福島
区﹁のだふじまつり２０
１５﹂ のトップを切って
藤まつりを開催しまし
た︒
今年は︑ 十一年ぶりに
記念碑の上に架けた藤棚
に﹁野田ふじ﹂が咲きまし
た︒長い花は一ｍもあり︑
風が吹くと花が揺れ ﹁藤
波﹂が見られました︒当日
は︑藤の苗︵里子︶の里親
募集や里子の頒布︑ 自慢
の藤を持ち寄った品評会
などが行われ︑ 記念碑の
前は大いに賑わいまし
た ︒ 副会長 山口達也

今年の品評会

野田阪神本通
商店街納涼夜市
去る八月三日︑野田阪
神本通商店街恒例の納涼
夜市が賑やかに開催され

野田阪神 中華レストラン

今年も記念碑の
定期点検を実施
今年の点検・清掃は︑
六月の暑い時期を避けて
五月三十一日の休日に実
施しました︒新しいメン
バーも二名参加して頂
き︑例年より充実した作
業が出来ました︒
作業は︑まず記念碑の
清掃から始まり︑募金名
簿の記名版を一枚一枚確
認しながら汚れなどをふ
き取りました︒最後に周
辺の清掃へと続き︑記念
写真を撮り無事終了しま
した︒
副会長 津川和子

定期点検を終えて

ichino@iec‑dns.com

松下幸之助様への想い

ておったのでございま
す︒父の弁によりますと
松下幸之助様は工場内で
直立不動の姿勢で物思い
に耽っていらしたお姿を
度々拝見していたそうで
ございます︒
また私共に良く立寄って
下さったようでございま
す︒母は︑ 松下翁は大層
ぜんざいがお好きだった
と申しておりました︒ で
も両指先はいつも真黒で
あったそうでございま
す︒
やがて区会議員に立候
補されました︒ 父も店を
選挙事務所にし皆様の選
挙運動を手伝ったそうで
す︒見事上位入選され一
時期務められましたが元
に戻るとおっしゃられた
そうでございます︒ 当時
の遺影は︑ 昭和二十年八
月二日富山市での空襲で
焼失してをります︒
工場を新設されました
折りには︑ 木製建具の仕
事を頂戴しております︒
ありがとうございまし
た︒

ボランティアガイド募集

廣瀬建具株式会社
代表取締役会長 広瀬 修

私は一介の建具屋で
ございます︒
この私が︑松下幸之助
様のことでの寄稿は誠
に恐縮の極みでありま
すが︑勇気を出して申
し述べさせて頂きます︒
松下幸之助様は︑ 雇
用を増大し︑ 私共の生
活に夢と希望を与えて
下さった偉大な方であ
ります︒ 常に未来を見
つめていらっしゃった
のでございましょう︒
その業績が多岐に渡り
多大な成果を上げられ
たことは︑皆様ご周知
のことでございます︒
私事で恐縮でござい
ますが︑ 私共建具屋は
大正︑昭和初期に幸之
助様の工場建屋の一部
補修をさせていただい

ＰＨＰおおひらき松翁会では、毎
月勉強会を開催し、「松下幸之助創
業の地」ボランティアガイドを養成
しています。ご関心のある方は下記
アドレスまでお知らせください。
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