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松下事業委員会は
十四年目の活動に
当委員会は︑２００３年に発足以来十四年目
の活動に入ります︒この間︑多くの皆様からご
指導ご支援を頂き今日まで活動を続けてこられ
ま し た ︒今 年 も 例 年 通 り の イ ベ ン ト を 開 催 し ︑
微力ながら町の活性化に貢献したいと願ってい
ます︒
春のイベント藤まつり
藤まつりは︑今年十一
回目を迎えます︒昨年
は︑藤棚に見事な藤が咲
いたこともあり︑大勢の
方が入れ替わり立ち代り
訪ねてこられました︒今
年も里親募集や里子の頒
布︑品評会などを開催
し︑楽しいひと時を過ご
したいと願っています︒
皆様お揃いでお越し下さ
い︒
詳細は︑下段の藤まつ
り開催の案内をご覧下さ
い︒
記念碑の定期点検
今年も記念碑の定期点
検を実施します︒ この点
検は平成二十三年から始
めて今年は五回目になり
ます︒記念碑は︑当委員会
の基本であります︒ 引続
き良好な状態で維持管理
します︒︵写真︶
納涼夜市協賛
今年も八月に開催され
る予定の野田阪神本通商
店会主催の納涼夜市を協
賛します︒
秋のイベント
ぜんざいパーティ
恒例のぜんざい
パーティは︑今年も
十一月二十三日︵祝︶
に開催します︒早い
もので今年は十三回
目を迎えます︒いつ
もの通りつきたての
お餅で大開の美味し
いぜんざいを提供し
ます︒
事務局長 松本好弘
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お詫び
昨年秋に発行しました
会報２５号で地域振興会
会長吉﨑様のお名前を
誤って吉﹁崎﹂と表示しま
した︒お詫び申し上げま
す︒

平成二十九年度
﹁行事予定﹂

快適住宅の一翼を担って 90 余年

まつりでお預けした藤
の里子をお持ちいただ
いた大開地域の藤の里
親の方限定で︑藤の里子
として鉢植えの野田藤
を配布しております︒
再び一年間育て上げ
ていただき︑来年再び︑
この場に持ち寄ってい
ただけることを願って
おります︒
今年も福島区あげて
の﹁のだふじ巡り２０１
７﹂のイベントとして位
置付けられており︑多く
の皆様のご来場を心待
ちにしております︒
開催日時
四月十六日 ︵日︶
午前十時〜十二時
開催場所
大開公園 記念碑前
※小雨決行
事務局長 松本好弘

顧 問
藤井 宏一
○ 会報﹁道﹂発行
太田 勝義
春号と秋号︵年二回︶ 同
○ 第十一回藤まつり
第十一回藤まつり開催のお知らせ
四月十六日︵日︶
大開公園記念碑前
当委員会が開催する藤
○ 記念碑の定期点検
まつりは︑地域をはじめ
五月二十一日︵日︶ とする関係各位の皆様の
○ 納涼夜市協賛︵予定︶
お
か
げで︑十一回目を迎
八月七日︵月︶
え
ることとなりました︒
○ 第十二回
今年は地域の皆さんの
ぜんざいパーティ
藤の花が満開となるであ
十一月二十三日︵祝︶ ろう四月十六日の日曜日
大開公園記念碑前
に
開催いたします︒
大開地域の皆さんに自
平成二十九年度
慢の藤を持ち寄っていた
﹁役員名簿﹂
だき︑花咲く藤を愛でた
いと思います︒
なお当日は︑昨年の藤
名誉会長
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第十二回ぜんざいパーティ開催
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当委員会では︑ 昨年の
創業の地の案内は積極的
十一月二十三日︵水・祝︶
︑
に継続いたします︒
大開公園の記念碑前にて
記念碑管理部会
公園愛護会︑ おおひら 第十二回 ﹁ぜんざいパー
き松翁会の協力を得て記
念碑及び周辺の美化に取
り組みました︒ 一昨年よ
り記念碑上の藤棚に防鳥
網を展開した結果︑ 素晴
らしい藤の花の開花を見
る事が出来ました︒ 五
月末には四回目の記念碑
の点検と大掃除を行いま
した︒
なお記念碑︑ 銘板︑ 藤
棚はおおむね良好な状態
でした︒
ぜ
ん
ざ
い
を頬張る
事務局長 松本好弘
子どもたち
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ティ﹂を開催しました︒
このぜんざいパーティ
は︑ぜんざいが好物で
あった松下幸之助さんに
ちなみ︑ 良質のアズキに
加え一昨年から︑ 松下幸
之助さんの故郷である和
歌山県産のもち米を使用
させていただいておりま
す︒
津川実行委員長の開会
宣言を待たずに長蛇の行
列ができ︑ 準備された六
〇〇食が一時間ほどで完
食となりました︒
最後に︑ ご協力いただ
きました三井住友銀行
様︑大開女性会︑ 商店街
女性部︑ 大開夢と希望の
会をはじめ︑ 各団体の皆
様方には︑ 改めて御礼申
し上げます︒
副会長 市野俊哉

野田阪神 中華レストラン

平成二十八年度活動報告
町おこし部会
道なき未知を切り開く
当部会では︑ 昨年四月
二十三日に第十回藤まつ
ＰＨＰおおひらき松翁会
りを開催しました︒ 大開
会員 中川 輝
小学校と幼稚園︑ 有志の
でいく︑こうした気持ち
方に育てて頂いた藤を頒
で物事に当たっていくこ
布いたしました︒ 十一
とで︑自分の力以上の不
月二十三日の第十二回ぜ
思議な後押しをいただい
んざいパーティーでは公
ているように感じていま
園内に行列が出来る程の
す︒
盛況でした︒
奇しくも労働観念の変
今回も地元諸団体の皆
化︑世界のグローバル化
様のご協力を得て盛大に
と︑世の中が大きく変化
実施する事が出来まし
しているこのタイミング
た︒ 八月には︑ 野田阪
で︑万物の生成発展とい
神本通商店街の納涼夜市
う真理に寄り添った松下
にも協賛しました︒
幸之助氏ならば︑どのよ
松下幸之助研究部会
うな﹁道なき未知﹂を切
松下政経塾関西研修で
り開いたのか︑興を持つ
は第三十七期塾生の皆さ
に堪えません︒我々は︑
んの来訪を受け創業の地
同氏を始めとする諸氏が
を案内しました︒ 今後も
人生を懸けて考え抜かれ
た人間観等を︑書物など
で最初から学ぶことが出
来ます︒こうして引き継
いだ道の先に︑如何にし
て新たな未知を切り開い
ていくのか︑これもまた
脈々と続く人間の使命で
あろうと感じます︒
末筆ながら︑このよう
な寄稿の機会をいただ
き︑またこれまでの道を
切り開かれた先輩諸氏に
昨年行われた
感謝と尊敬の念を申し述
藤まつりの品評会
べさせていただきます︒

昨年９月よりＰＨＰ
おおひらき松翁会の末
席に加えていただき︑
僭越ながら松下幸之助
氏の足跡を学ばせてい
ただいております︒自
身も一介の起業家とし
て︑小さな規模ですが︑
これまでに国内外で４
社の設立を行ってまい
りました︒
いよいよ２０１８年
に松下幸之助氏の創業
１００周年を迎えるに
あたり︑仮にご存命で
いらっしゃったならば︑
必ずや訪れたであろう
創業の地に同人をお迎
えする気持ちで︑地域
社会の一員としてのお
もてなし準備に取り組
ませていただくと共に︑
一起業家としては︑１
００年前の創業の志に
燃える松下幸之助青年
と共に事業に取り組ん
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