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甘茶で賑わう会場

じます︒
事務局長 松本好弘

には︑ 隣接する桜公園も
パナソニック
見ごたえがあります︒こ
ミュージアムを見学
の時期にも見学会の開催
業から逝去されるまでの を企画します︒
副会長 市野俊哉
壮大な起業家人生を皆様
と共に学ばせて頂きまし
た︒
松下幸之助歴史館に隣
接する形でオープンした
モノづくりイズム館にも
足を運び︑懐かしい家電
製品などを見学しアッと
いう間の見学会となりま
した︒
今後も定期的に松下幸
之助歴史館などを訪れる
ことで︑地元の皆様に関
心とご理解頂けるように
努力してまいります︒春
玄関で記念撮影
今年三月七日で創業一
〇〇周年を迎えたパナソ
ニックが記念事業として
パナソニックミュージア
ム・松下幸之助歴史館を
リニューアルオープンさ
れたのを機に︑ 創業の地
大開から地元有志を募っ
て見学会を実施しまし
た︒
当日はあいにくの雨で
したが︑ 舩本会長をはじ
め十七名の方が参加さ
れ︑松下幸之助創業者の
生い立ちから丁稚奉公︑
現在のパナソニックの創

そんな中でしたが︑
ウォークラリー参加の皆
さんや地元の中学校の生
徒さん等多くの方々に訪
れていただきました︒甘
茶の評判も好評でした︒
自然相手の事もあり開
花の予想は大変難しい事
ではありますが来年は今
年のような事態にならな
い様にして行きたいと思
います︒どうぞ来年もお
楽しみいただけるように
努力してまいりたいと存

新企画﹁甘茶﹂で
藤まつりを開催
今年の藤まつりは︑ 表
題のとおり昨年までの藤
の里親制度や品評会を取
りやめ︑ 記念碑上の藤棚
の藤を鑑賞してもらいな
がら甘茶をご賞味いただ
く事といたしました︒
しかし今春は思いもよ
らない陽気に恵まれ︑ 藤
の開花が予想したより一
週間以上も早くなってし
まい︑ 藤まつり当日には
花も一房を残すのみとな
っておりました︒

快適住宅の一翼を担って 90 余年
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ぜんざいパーティー近づく
つきたてのお餅で
ぜんざいをどうぞ

賑わう公園内

を拝借して早朝から準備
します︒女性会の皆様や
ＰＴＡの方々にご協力い
ただき︑皆様のお越しを
お待ちしています︒
ぜんざいが無くなり次
第終了します︒皆様︑早目
にお出かけ下さい︒
開催日
十一月二十三日︵祝︶
開催時間
午前十時〜十二時
会 場
大開公園記念碑前
注・小雨決行
副会長 津川和子

当委員会が開催するぜんざいパーティーも今回
で十四回目を迎えます︒今年も大開自慢の美味し
いぜんざいを振舞います︒皆様お揃いでお出で下
さい︒
当委員会のぜんざい
は︑先ず材料にこだわっ
ています︒ぜんざいの命
である小豆は一級品を購
入し︑もち米は松下幸之
助さんの故郷・和歌山か
ら取り寄せています︒仕
込みは前夜から取り掛か
り︑味見を繰り返しなが
ら仕上げていきます︒そ
して当日の朝︑今一度︑
味の調整︑確認をしてつ
きたてのお餅を加え皆様
に提供します︒
ぜんざいパーティー当
日は︑大開幼稚園の園庭

会場準備完了
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ＰＨＰおおひらき松翁会が
ボランティアガイド
が大開へ来訪され︑ 創業
当時のエピソードを交え
ながら︑ ＰＨＰおおひら
き松翁会メンバーによる
現地ガイドを実施しまし
た︒
会長 市野俊哉

記念碑の前で

ＰＨＰ﹁松下幸之助・道﹂に

学ぶ会︵仮称︶を設立準備中

藤が満開の記念碑

詳しくは左記の世話役
本年二月より創業の地
大開にＰＨＰの新しい会 ︵市野︶までご連絡くださ
を立ち上げようとＰＨＰ い︒
世話役 市野俊哉
﹁松下幸之助・道﹂に学ぶ
会の設立準備を実施して
lichino@iec‑dns.com
おります︒
この会は当地で現在の
パナソニックを創業した
松下幸之助氏の生き方や
考え方を学ぶと共に︑ 各
界それぞれの道でご活躍
されている方々から教え
をいただく学びの会とい
うスタンスで準備を進め
ております︒
会場は野田阪神駅前通
商店街入口のジャイアン
トコーヒーハウスです︒
ジャイアント
原則毎月第一日曜日の午
コーヒーハウスにて
後二時から四時に実施い
たします︒

記念碑清掃中

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

松下幸之助さんと
仲良しグループ
四月と十月にパナソ
ニック松愛会大阪市内支
部・新会員 ・ 転入会員様
の研修の場としてパナソ
ニックの原点である大開
に来訪されています︒
現在のパナソニックの
礎を築いた創業の地を当
時のエピソードを交えな
がら︑ ＰＨＰおおひらき
松翁会メンバーによる現
地ガイドを実施しまし
た︒
又︑毎年五月中旬には︑
松下政経塾 ・新入塾生の
皆さんが関西研修の一環
として︑ 松下幸之助塾主
ゆかりの地である創業の
地を訪問されています︒
十四年目となる今年
は︑第三十九期生の五名

募金者名簿が刻まれたプ
レートを水拭きしながら
点検しました︒ プレート
には悪戯による傷が目立
つようになりましたが︑
おおむね良好な状態でし
た︒
最後に︑ 記念碑周辺を
綺麗に掃き清め今年の定
期点検を終了しました︒
副会長 津川和子

記念碑の定期点検を実施
今年も去る五月二十七
日に大掃除を兼ね記念碑
の点検を行いました︒ 当
日は︑ パナソニック松愛
会の役員お二方のもご協
力いただきました︒
先ず︑ 一年間の汚れが
溜まった記念碑を洗剤と
ブラシで落とし︑ 水洗い
すると見違えるように綺
麗になりました︒その後︑

TEL6461‑3505

正

店・工場が完成し移転し
たので︑ 大開の第二次本
店は︑ 大阪支店や貿易部
が入り︑ その後 ﹁松下電
器貿易﹂ へと変わり︑ 戦
後には ﹁八木商事﹂ の社
屋として使用されていま
した︒
その後︑ 土地と建物は
三つに分割する作業が進
められ︑ 現在のマンショ
ンの場所は︑ 昭和二十九
年に八木商事に譲渡さ
れ︑更に昭和三十年には
大開幼稚園が現在の場所
に開園しました︒ 又︑ 現
在の大開公園の場所は旭
硝子に譲渡され︑ 更に阪
神高速道路公団︑ 大阪市
へと変遷して現在の大開
公園となりました︒
その歴史から︑ 本年三
月に創業１００周年を迎
え︑世界の ﹁パナソニッ
ク﹂になり︑ これから次
の１００年に向かって︑
パナソニックグループの
更なる発展を願う次第で
す︒
以上

大開１丁目２ ‑ ９

京阪神ナショナル商事㈱
取締役社長 八木

松下幸之助さんが仲良
くなった近所の人たち
と月一回会合を行ない︑
お金を積み立てたりし
て ︑﹁ ま た 遊 び に 行 こ
う﹂という意味から﹁又
行会﹂という親睦会が
始まりでした︒
その後﹁十一商事﹂と
なり︑商店街の酒店︑米
店︑自転車店︑薬局︑雑
貨店︑菓子店︑溶接業︑
梱包の箱店といった商
店主のメンバーの集ま
りでした︒
私の祖父は十一商事
からご縁もあって松下
電器に入社し︑開発担
当職に就いた後︑松下
系列の﹁八木商事﹂を興
しました︒
昭和八年に現在の大
阪府門真市に第三次本

野田阪神 中華レストラン
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